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はじめにはじめにはじめにはじめに

ここでは、このマニュアルの対象読者、マニュアル構成および表記規則について説明しま
す。また、オラクル社の関連マニュアルも示します。
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対象読者対象読者対象読者対象読者
このマニュアルは、SQLJプログラミングに関心があり、次の項目についてある程度の知識
のある方を対象としています。 

� Java

� SQL

� Oracle PL/SQL

� JDBC

� Oracleデータベース

基本的に SQLおよび JDBCを理解していれば十分ですが、Oracle固有の SQLおよび JDBC
の機能についての知識があれば、このマニュアルをより深く理解できます。

オラクル社の SQLおよび JDBC関連の Oracleマニュアルは、xviiページの「関連マニュア
ル」を参照してください。

このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成
次の 2つは、SQLJを使用して行う主な作業です。

� SQLJソース・コードの作成

� SQLJトランスレータの実行

第 3章から第 7章では、コードを作成するために必要な内容を説明します。第 3章および第
4章は特に重要です。

トランスレータのオプションおよび機能は、第 8章で説明します。

このマニュアルは、次に示す 12の章と 2つの付録から構成されています。 

第 1章「概要」 SQLJの概念、コンポーネントおよびプロセスを紹介し
ます。配布方法や開発環境の例も示します。

第 2章「SQLJの基本事項」 Oracleデータベース、Oracle JDBCドライバおよび
Oracle SQLJインストールのテスト方法および確認方法
を手順に従って説明します。

第 3章「基本的な言語機能」 基本的なアプリケーションの作成に使用する SQLJの
プログラミング機能について説明します。ここでは、
Oracle拡張機能ではなく、標準 SQLJ構文に重点を置
いて説明します。

第 4章「プログラミング上の主な考
慮事項」

接続、NULL値の処理および例外処理などのソース・
コードを作成する際に考慮する事項について説明しま
す。
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第 5章「型のサポート」 Oracle SQLJでサポートされている Java型の一覧を示
すとともに、ストリーム型の使用方法について説明し
ます。また、データベース内の Oracle拡張型とそれに
対応する Java型についても説明します。

第 6章「オブジェクトとコレクショ
ン」

Oracle SQLJにおけるユーザー定義のオブジェクト型お
よびコレクション型のサポートについて説明します。
たとえば、これらのユーザー定義型に対応する Java型
を生成する際の、Oracle JPublisherユーティリティの
使用方法などを取り上げます。

第 7章「高度な言語機能」 高度なアプリケーションを作成するための、SQLJのプ
ログラミング機能について説明します。

第 8章「トランスレータのコマンド
ラインとオプション」

Oracle SQLJトランスレータのコマンドラインの構文、
プロパティ・ファイルおよびオプションについて説明
します。

第 9章「トランスレータとランタイ
ムの機能」

トランスレータ操作の機能、トランスレータとランタ
イムのエラー・メッセージ、NLSサポートについて説
明します。

第 10章「プロファイルとカスタマ
イズ」

SQL操作の実装に使用する SQLJプロファイルについ
て説明します。特に、特定の環境用のプロファイルの
カスタマイズに関連し、トランスレーション時に指定
する各種オプションについて説明します。

第 11章「サーバー側 SQLJ」 サーバーで実行する SQLJアプリケーションの作成方
法およびロード方法について説明します。これらのア
プリケーションは、通常は、ストアド・プロシージャ
またはストアド・ファンクションとして実行されます。
また、サーバー側の埋込みトランスレータ（オプショ
ン）についても説明します。

第 12章「サンプル・アプリケー
ション」

完全に機能する SQLJサンプル・アプリケーションの
ソース・コードを示します。これらのアプリケーショ
ンは、Oracle CD-ROMの demoディレクトリにありま
す。

付録 A「パフォーマンスとデバッ
グ」

パフォーマンスのチューニングについて簡単に説明し、
関連するドキュメントを紹介します。Oracle SQLJで提
供される AuditorInstallerユーティリティを取り
上げ、デバッグの例をいくつか示します。

付録 B「SQLJエラー・メッセージ」 Oracle SQLJトランスレータおよびランタイムのエ
ラー・メッセージと各エラーの原因および処置の一覧
を示します。
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表記規則表記規則表記規則表記規則
このマニュアルでは、ファイル・パスに /myroot/myfile.htmlなどの UNIX構文を使用
しています。 他のオペレーティング・システムを使用している場合は、対応する構文で置き
換えてください。

このマニュアルで [Oracle Home]と表している場合は、[Oracle Home]ディレクトリを
示しています。

このマニュアルでは、この他にも次の表記規則を使用しています。

このマニュアルでは、SQLJ固有のコード構文との混同を避けるため、任意指定項目を囲む
大カッコ（[]）などのような、標準の表記規則はありません。

たとえば、次の文の大カッコおよび中カッコが SQLJコード構文の一部であるのに対し、山
カッコで囲まれた connctxt_exp、execctxt_expおよび results_expは、任意の入力
項目を示しています。ただし、SQL操作は必ず指定する必要があります。 

#sql <[<connctxt_exp><,><execctxt_exp>]> <results_exp> = { SQL operation };

また、次に示すように SQLJコマンドライン・オプション（-user）に山カッコが使用され
ている場合は、conn_context_classおよびパスワード（先頭にスラッシュ付き）の入力
が任意であることを示しています。これに対し、ユーザー名は必ず指定する必要がありま
す。

-user<@conn_context_class>=username</password>

表記表記表記表記 意味意味意味意味

本文中のイタリック 本文中のイタリックは、すでに定義した用語またはこれか
ら定義する用語の強調や明示的に使用します。

. . . サンプル・コード中の省略記号は、1つ以上の文全体、ま
たは文の一部が省略されていることを示します。通常、後
に続く文またはコードがあっても、例に関係ない場合に、
省略記号が使用されています。

コード・テキスト 本文中のコード・テキストは、クラス名、オブジェクト名、
メソッド名、変数名、Java型、Oracleデータ型、ファイル
名およびディレクトリ名を表します。

イタリックのコード・テキスト プログラム文中のイタリックのコード・テキストは、必須
指定項目です。

<イタリックのコード・テキスト > プログラム文中にある山カッコで囲まれたイタリックの
コード・テキストは、任意指定項目です。
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関連マニュアル関連マニュアル関連マニュアル関連マニュアル
この項では、その他の関連マニュアルの一覧を示します。

� 『Oracle8i Java開発者ガイド』

Oracle8iにおける Javaの基本概念を紹介し、サーバー側の構成および機能性に関する概
要を述べたマニュアルです。Oracle Javaプラットフォームについて、特定の製品
（JDBC、SQLJ、EJBなど）に限定せずに一般的な知識を得るには、このマニュアルを参
照してください。

� 『Oracle8i JPublisher ユーザーズ・ガイド』 

オブジェクト型などのユーザー定義型を Javaクラスに変換する際の、JPublisherユー
ティリティの使用方法を説明したマニュアルです。オブジェクト型、VARRAY型、
NESTED TABLE型またはオブジェクト参照型を使用可能な SQLJまたは JDBCアプリ
ケーションを開発する際は、JPublisherを使用することをお薦めします。ユーザー定義
Javaクラスの生成や、それらの型へのマッピングが実行できます。 

� 『Oracle8i JDBC開発者ガイドおよびリファレンス』

JDBC規格（Java Database Connectivity対応）の Oracle製品の特徴およびプログラミ
ング構文について解説したマニュアルです。Oracle JDBCドライバの概要、JDBC 1.22
および 2.0の機能に準拠した Oracle実装の解説、Oracle JDBC型の拡張およびパフォー
マンス向上に関する説明などが収録してあります。

� 『Oracle8i Javaストアド・プロシージャ開発者ガイド』   

Javaストアド・プロシージャと呼ばれる、Oracle8iで直接実行されるプログラムについ
て説明したマニュアルです。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）を使用すると、Java開発におけ
るビジネス・ロジックがサーバー・レベルで実装されるため、アプリケーションのパ
フォーマンス、拡張性およびセキュリティが改善できます。

� 『Oracle8i Enterprise JavaBeans開発者ガイド』 

Enterprise JavaBeansの仕様に準拠した Oracle拡張要素について説明したマニュアルで
す。

� 『Oracle8i CORBA開発者ガイド』 

CORBAの仕様に準拠した Oracle拡張要素について説明したマニュアルです。

� 『Oracle8i Net8 管理者ガイド』

Oracle8 Connection Managerおよび Net8による一般的なネットワーク管理について説
明したマニュアルです。
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� 『Oracle8i NLS ガイド』

NLS環境変数、キャラクタ・セットおよび地域やロケールの設定について解説したマ
ニュアルです。OCIおよび SQLのプログラミング時に NLSに関して考慮すべき事項、
一般的な事例、NLSによくある問題の概要も説明しています。

� 『Oracle Advanced Security 管理者ガイド』

Oracle Advanced Security（旧略称は ANOや ASO）の機能について説明したマニュア
ルです。

� 『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド 基礎編』

Oracle8iデータベースを使用する際やデータベース・アクセス用アプリケーションを構
築する際に使用するプログラミング機能について基本的な設計概念を紹介したマニュア
ルです。 

� 『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド ラージ・オブジェクト』

Oracle8iのデータベース・ラージ・オブジェクト（LOB）の一般機能および特徴を説明
したマニュアルです。 

� 『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド オブジェクト・リレーショナル機能』

Oracle8iにおける構造化オブジェクトなどの、オブジェクト関連のデータベース機能に
ついて説明したマニュアルです。

� 『Oracle8i PL/SQL パッケージ・プロシージャ リファレンス』

Oracle8i Serverに添付の PL/SQLパッケージの解説書です。これらのパッケージの中に
は、JDBCアプリケーションからのコールに役立つものもあります。 

� 『PL/SQLユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』

Oracleのプロシージャ型言語の SQLへの拡張機能（PL/SQL）の概念と特徴について説
明したマニュアルです。 

� 『Oracle8i SQLリファレンス』

Oracleデータベースの情報管理に使用する SQLコマンドの内容および構文を解説した
マニュアルです。 

� 『Oracle8i リファレンス・マニュアル』

Oracle8i Serverについて全般的な情報を取り上げたマニュアルです。 

� 『Oracle8iエラー・メッセージ』

Oracle8i Serverで発生する可能性のあるエラー・メッセージについて説明したマニュア
ルです。
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Oracleグループのマニュアルの一覧を次に示します。参考にしてください。

� Oracle8i Application Server関連のドキュメント

Oracle8i Application Serverでの JDBCサポートについて説明しています。

� Oracle8i JDeveloper Suite関連のドキュメント

Oracle8i JDeveloper Suiteにおける JDBCサポートについて説明しています。

SQLJ規格機能および構文の詳細は、ANSI仕様 X3.135.10-1998を参照してください。

� Information Technology - Database Languages - SQL - Part 10:Object Language Bindings 
(SQL/OLB)

このドキュメントは、次のWebサイトで閲覧できます。

http://www.ansi.org/
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概要概要概要概要

この章では、SQLJの機能と使用例について概要を説明します。次の項目について説明しま
す。

� SQLJについて

� SQLJコンポーネントの概要

� SQLJ規格に準拠した Oracle拡張型の概要

� 基本的なトランスレーション処理とランタイム処理

� 他の配布例

� 他の開発環境
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SQLJについて
SQLJについてについてについてについて
SQLJの基本概念を紹介し、Oracleデータベース・アプリケーションにおける Javaと
PL/SQLとの間の相補的な関係を説明します。

基本的な概念基本的な概念基本的な概念基本的な概念
SQLJを使用したアプリケーション・プログラミングでは、Javaの設計思想に基づいて、
Javaコード中に静的な SQL操作の埋込みが可能です。SQLJプログラムは、静的な SQL文
が埋め込まれた Javaプログラムのことで、ANSI規格の SQLJ言語リファレンス構文に準拠
しています。 （SQLJ用の ISO規格は、完成していますが、公表されていません。 Oracle 
SQLJリリース 8.1.7では、SQLJ ISO規格仕様もサポートしています。） 静的 SQL操作は、事
前に定義されています。転送されたデータ値はダイナミックに変更されますが、操作自体
は、ユーザーがアプリケーションを起動する際、リアルタイムで変更されることはありませ
ん。たいていのアプリケーションでは、静的 SQLの方が動的 SQLよりもはるかに多く埋め
込んであります。動的な SQL操作は事前定義されておらず、SQL操作自体がリアルタイム
に変更され、JDBC文を直接使用する可能性があります。なお、SQLJ文と JDBC文は、同じ
プログラムで使用可能です。

SQLJは、トランスレータとランタイム・コンポーネントで構成され、開発環境にスムーズ
に統合できます。 sqljフロントエンド・ユーティリティを使用すると、開発段階でトラン
スレータを実行しながら、トランスレーション、コンパイルおよびカスタマイズが 1つのス
テップで実行されます。トランスレーション処理では、埋込み SQLを SQL操作を実装した
SQLJランタイムのコールに置き換えられます。 標準 SQLJでは、このための手段として、通
常、JDBCドライバへのコールが使用されます（必須ではありません）。Oracleデータベース
では、通常、Oracle JDBCドライバを使用します。エンド・ユーザーが SQLJアプリケー
ションを実行すると、SQL操作を処理できるように SQLJランタイムが起動します。

Oracle SQLJトランスレータは、Oracleの他のプリコンパイラと概念的に似ています。トラ
ンスレータを使用すると、開発者は、SQL構文のチェック、SQL操作がスキーマで使用可
能かどうかの検証および Java型と対応するデータベース型との互換性チェックを行えます。
これらのチェックを開発段階で行うことにより、実行時のエラーの発生を防ぐことができま
す。トランスレータは次のチェックを行います。

� 埋込み SQLの構文をチェックします。

� SQL構文と所定のデータベース・スキーマとを照合し、特定の SQLエンティティ内の整
合性を（必要に応じて）確認します。

具体的には、表や列の名前が検証などです。

� データ型をチェックします。Javaと SQL間で互換性のあるデータ型が交換され、型変換
が適切に行われることが確認されます。

SQL操作を Javaコードに直接埋め込む SQLJ方式は、JDBC方式より扱いやすく簡潔です。
SQLJを使用すると、データベース接続を必要とする Javaプログラムの開発費とメンテナン
ス費を節約できます。ただし、SQLJでは JDBCとの連携動作がサポートされているので、
動的 SQLが必要なときには SQLJコードと JDBCコードを同じソース・ファイル中に記述す
1-2  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス



SQLJについて
ることも可能です。動的 SQLを使用する別の方法としては、SQLJ文中に PL/SQLブロック
を記述する方法もあります。

Javaおよびおよびおよびおよび SQLJと、と、と、と、PL/SQLとの違いとの違いとの違いとの違い
Oracleデータベース・アプリケーションでは、Java（SQLJを含む）を PL/SQLで代用する
ことは不可能です。Javaと PL/SQLは、互いに補いあって機能しているためです。

PL/SQLと Javaは、データベース・アプリケーション作成時に併用することも可能ですが、
本来の目的が異なるため、それぞれに適したアプリケーションの種類は異なります。

� PL/SQLは、SQL集中型のアプリケーションに適したソリューションです。PL/SQLは
SQL用に最適化されているため、Javaでなく PL/SQLで SQL操作を記述した方が処理
時間を短縮できます。また、Javaアプリケーションを使用した場合は SQLデータ型と
Java型との変換が必要になりますが、PL/SQLを使用すると SQLデータ型を直接使用
できます。

� Javaは、高度なプログラミング・モデルを使用しているため、論理集中型のアプリケー
ションに適したソリューションとなっています。また、Javaのシステムは汎用性に優れ
ているため、PL/SQLよりも Javaのほうが、コンポーネント指向のアプリケーション
に適しています。 

Oracleでは PL/SQLと Javaを容易に連携できるので、この両方の言語の長所を利用できま
す。PL/SQLプログラムでは、Java/SQLJストアド・プロシージャの透過的なコールによっ
て、コンポーネントベースの Enterprise JavaBeansおよび CORBAアプリケーションの作成
を実現しています。簡単な PL/SQLコール指定により、PL/SQLプログラムから既存の各種
Javaクラス・ライブラリへの透過的なアクセスが可能となります。 

一方、Javaプログラムの場合、JDBCまたは SQLJを使用することにより、PL/SQLストア
ド・プロシージャおよび無名ブロックのコールが可能となります。特に SQLJでは、SQLJ文
の内部からストアド・プロシージャおよびファンクションをコールしたり、SQLJ文中に無
名 PL/SQLブロック埋込みも可能です。

注意注意注意注意 : 動的 SQLに JDBCを使用するかわりに、SQL文中に無名
PL/SQLブロックを使用してもかまいません。 サンプルについては、12-64
ページの「SQLJで PL/SQLを使用して動的 SQLを実装する : 
DynamicDemo.sqlj」を参照してください。
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SQLJコンポーネントの概要
SQLJコンポーネントの概要コンポーネントの概要コンポーネントの概要コンポーネントの概要
SQLJの主要コンポーネントとプロファイルの概念について説明します。 

SQLJトランスレータとトランスレータとトランスレータとトランスレータと SQLJランタイムランタイムランタイムランタイム
Oracle SQLJは、次の 2つの主要コンポーネントで構成されています。

� Oracle SQLJ Translator（以下、トランスレータと呼びます）:このコンポーネントは、
開発者が SQLJソース・コード作成後に実行するプリコンパイラです。

トランスレータは純粋な Java言語で書かれており、SQL操作を SQLJ実行文に埋め込む
ためのプログラミング構文をサポートします。SQLJ実行文と SQLJ宣言は #sqlトーク
ンで始まるので、SQLJソース・コード・ファイルに Java文と混在できます。SQLJ
ソース・コード・ファイルの拡張子は、必ず .sqljにします。

トランスレータから、.javaファイルと 1つ以上の SQLJプロファイルが生成されま
す。このプロファイルには、SQL操作に関する情報が格納されています。SQLJでは、
その後 Javaコンパイラが自動的に起動され、.javaファイルから .classファイルが
生成されます

� Oracle SQLJ Runtime（以下、ランタイムと呼びます）:このコンポーネントは、エン
ド・ユーザーが SQLJアプリケーションを実行するたびに自動的に起動されます。

SQLJランタイムも純粋な Java言語で書かれています。このコンポーネントは SQL操作
のアクションを実装し、JDBCドライバを介してデータベースにアクセスします。SQLJ
ランタイムからデータベースへのアクセスに使用する JDBCドライバは、汎用 SQLJ規
格では不要ですが、Oracle SQLJランタイムでは必要です。ただし、実際に Oracle 
JDBCドライバが必要になるのは、デフォルトの Oracleカスタマイザ（後述）を使用し
てアプリケーションをカスタマイズした場合のみです。

ランタイムの詳細は 9-14ページの「SQLJランタイム」を参照してください。

トランスレータとランタイムの他、Oracle SQLJ Customizer（以下、カスタマイザと呼びま
す）というコンポーネントもあります。カスタマイザを使用すると、特定のデータベースの
実装およびベンダー固有の機能およびデータ型に合うように、SQLJプロファイルが調整さ
れます。デフォルトの設定では、Oracle SQLJフロント・エンドによって Oracleカスタマイ
ザが起動され、Oracleデータベースと Oracle固有の機能およびデータ型に合うように、プ
ロファイルが調整されます。 

Oracleカスタマイザをトランスレーション時に使用する場合は、アプリケーションはその実
行時に Oracle SQLJランタイムおよび Oracle JDBCドライバを必要とします。 
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SQLJコンポーネントの概要
SQLJプロファイルプロファイルプロファイルプロファイル
SQLJプロファイルは、シリアル化された Javaリソース（またはクラス）のことで、SQLJ
トランスレータによって生成されます。このプロファイルには、SQLJソース・コード中の
埋込み SQL操作に関する詳細情報が格納されています。トランスレータはプロファイルを
生成してから、シリアル化し、バイナリ・リソース・ファイルまたは .classファイルに出
力します。出力先は、トランスレータのオプション設定で指定できます。 

プロファイルの概要プロファイルの概要プロファイルの概要プロファイルの概要
SQLJ実行文中の埋込み SQL操作を実装するときは、SQLJプロファイルを使用します。プ
ロファイルの内容は、SQL操作およびアクセスするデータの型とモードに関する情報です。
プロファイルはエントリの集合であり、各エントリが 1つの SQL操作に対応します。各エ
ントリの内容は、該当する SQL操作の詳細であり、この指示の実行時に使用する各パラ
メータが記述されています。

SQLJでは、アプリケーション内の接続コンテキスト・クラスごとに、プロファイルが生成
されます。通常、この接続コンテキスト・クラスは、データベースの操作に使用する特定の
SQLエンティティ別に 1対 1で対応しています。（デフォルトの接続コンテキスト・クラス
が 1つあり、必要に応じて、さらにコンテキスト・クラスを宣言できます。）SQLJ規格の規
定では、プロファイルを標準の形式および内容にする必要があります。そのため、アプリ
ケーションでベンダー固有の拡張機能を使用する場合は、プロファイルのカスタマイズが必
要になります。デフォルトの設定では、このカスタマイズが自動的に行われます。Oracle固
有の拡張機能を使用するように、プロファイルがカスタマイズされます。

プロファイルをカスタマイズすると、データベース・ベンダーは次の 2つの付加価値が得ら
れます。

� ベンダー固有のデータ型と SQL構文が使用できます。（たとえば、Oracleカスタマイザ
を使用して、変換済み SQLJコードの JDBC規格 PreparedStatementメソッド・
コールを OraclePreparedStatementメソッド・コールにマッピングすると、Oracle
拡張型がサポートされます。）

� ベンダー固有の最適化によってパフォーマンスを向上できます。

プロファイルのカスタマイズは、Oracleオブジェクトを SQLJアプリケーションで使用する
場合などに必要となります。
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SQLJ規格に準拠した Oracle拡張型の概要
バイナリ移植性バイナリ移植性バイナリ移植性バイナリ移植性
SQLJで生成したプロファイル・ファイルには、バイナリ移植性という特長があります。つ
まり、プロファイル・ファイルをそのまま異種データベースまたは他の環境に移植して使用
できます。ただし、ベンダー固有のデータベース型または機能を使用していない場合に限り
ます。SQLJで生成した .classファイルについても同様です。 

SQLJ規格に準拠した規格に準拠した規格に準拠した規格に準拠した Oracle拡張型の概要拡張型の概要拡張型の概要拡張型の概要
Oracle8iリリース 8.1.7以降の Oracle SQLJでは、SQLJ ISO仕様をサポートしています。 SQLJ 
ISO規格は SQLJ ANSI規格のスーパーセットであるため、J2EEでコンパイルする 1.2以降の
JDK環境を必要とします。 SQLJ ANSI規格は JDK 1.1.xのみを必須とします。Oracle SQLJト
ランスレータは、ANSI SQLJ規格の指定よりもより幅の広い SQL構文を受け入れます。

ANSI SQLJ規格は、SQLの SQL92言語のみを規定していますが、拡張も許容しています。
Oracle SQLJでは、Oracleの SQL言語、つまり SQL92のスーパーセットを使用できます。 
したがって、他の DBMSベンダーと連携する SQLJプログラムを作成する場合は、他の環境
でサポートされない場合があるため、ANSI SQLJ規格以外の SQL構文と SQL型の使用を避
ける必要があります。 （購入された製品の CDのディレクトリ [Oracle 

Home]/sqlj/demo/componentsには、セマンティクス・チェッカが収録されているので、

SQLJ文に標準 SQLのみが含まれていることを確認するために使用してください。）

Oracle SQLJでは、次の Java型が SQLJ規格の拡張としてサポートされます。自作コードが
他の環境で使用される場合は、拡張型を使用しないでください。アプリケーションの移植性

を保証するには、Oracle SQLJの -warn=portableフラグを使用します。 （8-40ページの
「トランスレータからの警告（-warn）」を参照してください。）

注意注意注意注意 : 

� デフォルトの設定では、SQLJプロファイルの拡張子が .serになりま
すが、すべての .serファイルがプロファイルであるとは限りませ
ん。シリアル化後のオブジェクトにはこの拡張子が必ず付くため、
SQLJプログラム・ユニットによってプロファイル以外のシリアライ
ズされたオブジェクトが使用される可能性があります。（プロファイ
ルは、.serファイルではなく .classファイルにもトランスレー
ションできます。）

� ソース・コード中に SQLJ実行文を記述しない限り、SQLJプロファイ
ルは生成されません。
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基本的なトランスレーション処理とランタイム処理
次に示す拡張要素のいずれかを使用した場合、トランスレーション時に Oracleカスタマイ
ズが必要になる他、アプリケーション実行時に Oracle SQLJランタイムおよび Oracle JDBC
ドライバも必要になります。

� oracle.sql.*クラスのインスタンス。SQLデータのラッパーとして使用します（5-22
ページの「Oracleの拡張型」を参照してください）。

� カスタム Javaクラス（oracle.sql.CustomDatumインタフェースまたは JDBC標準
Java.sql.SQLdataインタフェースを実装したクラス）。通常、Oracle JPublisherユー
ティリティで生成し、SQLオブジェクト、オブジェクト参照およびコレクションに対応
付けます（6-5ページの「カスタム Javaクラス」を参照してください）。

� ストリームのインスタンス（AsciiStream、BinaryStream、UnicodeStream）。出
力パラメータとして使用します（5-10ページの「ストリームのサポート」を参照してく
ださい）。

� イテレータと結果セットのインスタンス。入力または出力パラメータとして様々な場所
で使用されます（SQLJ規格では、結果式またはキャスト文での使用のみを規定してい
ます。3-42ページの「ホスト変数としてのイテレータおよび結果セットの使用」および
3-52ページの「ストアド・ファンクションの戻り値としてのイテレータおよび結果セッ
トの使用」を参照してください）。

Oracle SQLJ拡張機能の概要は、第 5章「型のサポート」および第 6章「オブジェクトとコ
レクション」を参照してください。

基本的なトランスレーション処理とランタイム処理基本的なトランスレーション処理とランタイム処理基本的なトランスレーション処理とランタイム処理基本的なトランスレーション処理とランタイム処理
ここでは、次の内容について説明します。

� Oracle SQLJトランスレータによる SQLJソース・コードの基本的な変換処理

� トランスレータ入出力の概要

� アプリケーション実行時の Oracle SQLJランタイムによる処理

トランスレーション処理の詳細は、9-2ページの「トランスレータの内部操作」を参照して
ください。

SQLJソース・コードの内容は、標準 Javaソース・コードと SQLJクラス宣言および SQLJ
実行文です。SQLJ実行文には SQL操作が埋め込まれています。

SQLJソース・ファイルの拡張子は .sqljです。ファイル名は、必ず該当の Java識別子にし
ます。ソース・ファイルで Publicクラス（最大 1クラス）を宣言している場合は、このクラ
スの名前をファイル名にする必要があります。ソース・ファイルに Publicクラスが宣言され
ていない場合は、1番目に定義されているクラスと同じ名前をファイル名に付けてください。
概要  1-7



基本的なトランスレーション処理とランタイム処理
トランスレーション処理トランスレーション処理トランスレーション処理トランスレーション処理
.sqljファイルが完成した後、SQLJを実行してファイルを処理します。この例では、最初
の Publicクラスが Fooであるソース・ファイル Foo.sqljに対して、SQLJを実行します。
ここでは、コマンドライン・オプションを指定しない最も単純な方法で実行します。

sqlj Foo.sqlj

このコマンドが実際に実行するものは、フロントエンドのスクリプトまたはユーティリティで
す。どちらが実行されるかは、プラットフォームによります。このスクリプトまたはユーティ
リティは、コマンドラインを読み込み、Java仮想マシン（JVM）を起動し、引数をこの JVM
に渡します。JVMは SQLJトランスレータを起動し、フロント・エンドとして機能します。

このドキュメントでは、フロント・エンドの実行を「SQLJの実行」、そのコマンドラインを
「SQLJコマンドライン」と呼びます。コマンドライン構文の詳細は、8-10ページの「コマン
ドラインの構文と処理」を参照してください。

以降の処理は、次の順に展開されます。これは、各手順で致命的エラーが発生しなかった場
合を想定しています。 

1. JVMで SQLJトランスレータを起動します。

2. トランスレータが .sqljファイル内のソース・コードを解析します。SQLJ構文が検証
され、宣言した SQLデータ型とその Javaホスト変数の型の不一致が検出されます。 
（ホスト変数はローカルな Java変数であり、SQL操作の入力パラメータまたは出力パラ
メータとして使用します。これらについては、3-13ページの「Javaホスト式、コンテキ
スト式および結果式」で説明しています。）

3. トランスレータがセマンティクス・チェッカを起動します。埋込み SQL文のセマン
ティクスがチェックされます。 

開発者は、SQLJオプションの設定によって、オンライン・チェックまたはオフライン・
チェックを指定できます。オンライン・チェックを実行すると、SQLJではデータベー
スへの接続後に、アプリケーションで使用しているデータベース表、ストアド・プロ
シージャおよび SQL構文がすべてサポートされているかどうかが検証されます。また、
SQLJアプリケーション内のホスト変数の型と対応するデータベース列のデータ型の互
換性も検証されます。

4. トランスレータが SQLJソース・コードを処理し、SQL操作を SQLJランタイム・コー
ルに変換し、Java出力コードと 1つ以上の SQLJプロファイルを生成します。プロファ
イルは、ソース・コード中の接続コンテキスト・クラスごとに生成されます。接続コン
テキスト・クラスは、データベース処理に使用する SQLエンティティの種類ごとに異
なるためです。 

生成された Javaコードは .java出力ファイルに保存されます。次の内容がこのファイ
ルに出力されます。

� .sqljソース・ファイル内のクラス定義と Javaコード。
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� SQLJイテレータおよび接続コンテキストの宣言に基づいて生成されたクラス定義
（3-2ページの「SQLJ宣言の概要」を参照）。

� 専用クラス（プロファイルキー・クラス）のクラス定義。SQLJでは、このクラス
は、プロファイルと一緒に生成され、使用されます。

� SQLJランタイムのコール。埋込み SQL操作の実行が実装されます。

（SQLJランタイムは、JDBCドライバを介してデータベースにアクセスします。 詳
細は、9-14ページの「SQLJランタイム」を参照してください。）

生成されたプロファイルの中に、SQLJソース・コード中のすべての埋込み SQL文に関
する情報が格納されます。実行するアクション、操作するデータ型、アクセスする表な
どが指定されています。アプリケーションを実行すると、SQLJランタイムはプロファ
イルにアクセスし、SQL操作を取り出し、JDBCドライバに渡します。 

プロファイルはデフォルトでシリアル化リソース・ファイル（.ser）に出力されます
が、オプションで、トランスレーション時に .serファイルを .classファイルに変換
できます。

5. JVMが Javaコンパイラを起動します。通常、このコンパイラは Sun Microsystemsの
JDKで提供される標準 javacです。 

6. 手順 4で生成された Javaソース・ファイルがコンパイルされ、Javaの .classファイ
ルが生成されます。定義した各クラスの .classファイル、各 SQLJ宣言の .class
ファイル、プロファイルキー・クラスの .classファイルなどが生成されます。 

7. JVMが Oracle SQLJカスタマイザまたは指定されている他のカスタマイザを起動しま
す。

8. 手順 4で生成されたプロファイルがカスタマイズされます。

注意注意注意注意 : 

� SQLJでプロファイルとプロファイルキー・クラスを生成するには、
SQLJ実行文をソース・コードに埋め込む必要があります。

� Oracleカスタマイザを変換時に使用する場合は、その実行時に Oracle 
SQLJランタイムおよび Oracle JDBCドライバがアプリケーションで
必要になります。これらは、Oracle固有の機能を実際には使用しない
場合にも必要です。

� これは汎用的な例です。既存の .javaファイルをコンパイル（および
型解決）するときは、コマンドラインで指定できます。また、カスタ
マイズする既存のプロファイルや、カスタマイズするプロファイルが
格納されている .jarファイルも指定できます。 詳細は、8-2ページの
「トランスレータのコマンドラインとプロパティ・ファイル」を参照
してください。
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トランスレータ入出力の概要トランスレータ入出力の概要トランスレータ入出力の概要トランスレータ入出力の概要
ここでは、SQLJトランスレータへの入力として扱われるもの、出力となるもの、およびそ
の出力先についての概要を説明します。

入力入力入力入力
SQLJトランスレータの最も基本的な操作では、入力として 1つ以上の .sqljソース・ファ
イルをコマンドラインで指定します。メインの .sqljファイルの名前は、ファイル中に定
義されている Publicクラスと同じ名前にします。Publicクラスの定義がない場合は、ファイ
ル中の 1番目に定義されているクラスと同じ名前にします。各 Publicクラスは、.sqlj
ファイル中に定義する必要があります。 

メインの .sqljファイルでクラス MyClassを定義した場合は、ソース・ファイル名を次の
名前にします。

MyClass.sqlj

Publicクラスが未定義でも、最初に定義したクラスの名前が MyClassであれば、ソース・
ファイル名をこの名前にします。

SQLJを実行するときは、複数の SQLJオプションをコマンドラインでもプロパティ・ファイ
ルでも指定できます。 

コマンドラインで指定できる追加ファイル・タイプなど、SQLJ入力の詳細は 8-2ページの
「トランスレータのコマンドラインとプロパティ・ファイル」を参照してください。

出力出力出力出力
トランスレーション処理では、アプリケーション内の .sqljファイルごとに Javaソース・
ファイルが生成されます。また、アプリケーションのプロファイルは、1つ以上生成されま
す（ソース・コードに SQLJ実行文がある場合）。

SQLJでは、次のソース・ファイルとプロファイルが生成されます。

� Javaソース・ファイル。.sqljファイルと同じベース名の .javaファイルです。 

たとえば、MyClass.sqljでクラス MyClassを定義すると、トランスレータによって
MyClass.javaが生成されます。

� アプリケーションのプロファイル・ファイル。このファイルの内容は、SQLJアプリ
ケーションの SQL操作に関する情報です。プロファイルは、アプリケーションで使用

注意注意注意注意 : この説明では、イテレータ・クラスと接続コンテキスト・クラス
の宣言を扱います。イテレータは JDBCの結果セットに似ています。接続
コンテキストはデータベース接続で使用します。 これらのクラス宣言の詳
細は 3-2ページの「SQLJ宣言の概要」を参照してください。
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する接続クラスごとに 1つ生成されます。プロファイルの名前は、メインの .sqlj
ファイルと同じベース名になり、次の拡張子が付きます。

_SJProfile0.ser
_SJProfile1.ser
_SJProfile2.ser
...

たとえば、MyClass.sqljの場合は、トランスレータによって次のプロファイル・
ファイルが生成されます。

MyClass_SJProfile0.ser

.ser拡張子は、プロファイルがシリアル化されていることを示します。.serファイル
はバイナリ・ファイルです。

コンパイル処理によって、Javaソース・ファイルが複数のクラス・ファイルにコンパイルさ
れます。少なくとも 2つのクラス・ファイルが生成されます。1つは、.sqljソース・ファ
イル中に定義した各クラス（少なくとも 1つ）ごとに生成されるクラス・ファイルです。も
う 1つは、プロファイルキー・クラスのクラス・ファイルで、トランスレータによって生成
された後、SQL操作を実装したプロファイルと一緒に使用されます（ソース・コード中に
SQLJ実行文がある場合）。 SQLJのイテレータまたは接続コンテキストを宣言した場合は、さ
らに .classファイルが生成されます（3-2ページの「SQLJ宣言の概要」を参照）。また、
コード中に内部クラスまたは無名クラスが宣言されていれば、それらの各クラスごとに
.classファイルが別個に生成されます。 

これらの .classファイルには、次の名前が付けられます。

� 定義済みの各クラスのクラス・ファイル名は、クラス名および .class拡張子から構成
されます。

次にその例を示します。たとえば、MyClass.sqlj中に MyClassを定義すると、トラ
ンスレータによって MyClass.javaソース・ファイルが生成された後、コンパイラに
よって MyClass.classクラス・ファイルが生成されます。

� トランスレータで生成されたクラスには、メインの .sqljファイルのベース名と次の文
字列とから構成される名前が付けられます。

_SJProfileKeys

注意注意注意注意 : トランスレータ・オプション -ser2classを指定すると、トラ
ンスレータによって生成されるプロファイル・ファイルが .serファイル
ではなく .classファイルになります。ファイル名のベース名は同じにな
りますが、拡張子が異なります。
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つまり、クラス・ファイルの拡張子は、次のような名前になります。

_SJProfileKeys.class

たとえば、MyClass.sqljの場合は、トランスレータとコンパイラによって次のクラ
ス・ファイルが生成されます。

MyClass_SJProfileKeys.class

� トランスレータを実行すると、イテレータ・クラスと接続コンテキスト・クラスに、宣
言内容に応じた名前が付けられます。たとえば、イテレータ MyIterを宣言すると、
MyIter.classクラス・ファイルが生成されます。

カスタマイズ処理によってプロファイルが変更されますが、追加出力はありません。

ファイルの出力先ファイルの出力先ファイルの出力先ファイルの出力先
デフォルトでは、生成された .javaファイルが .sqlj ファイルと同じディレクトリに出
力されます。.javaファイルの出力先を変更するには、SQLJの -dirオプションを使用し
ます。 

SQLJのデフォルトの設定では、生成済み .classファイルと .serファイルは、生成済み
.javaファイルと同じディレクトリに出力されます。.classファイルと .serファイルの
出力先を変更するには、SQLJの -dオプションを使用します。このオプションの設定値が
Javaコンパイラに渡され、.classファイルと .serファイルが同じディレクトリに出力さ
れます。

-dまたは -dirオプションを使用するときは、既存のディレクトリを指定する必要があり
ます。 これらのオプションの詳細は 8-25ページの「出力ファイルとディレクトリのオプショ
ン」を参照してください。

ランタイム処理ランタイム処理ランタイム処理ランタイム処理
ユーザーがアプリケーションを実行すると、SQLJランタイムがプロファイルを読み込み、
接続プロファイルを作成します。このプロファイルには、データベース接続情報が組み込ま
れています。アプリケーションでデータベースへのアクセスが必要になると、そのつど次に
示す処理が展開されます。

1. SQLJで生成したプロファイルキー・クラスのメソッドを使用して、SQLJで生成したア
プリケーション・コードから接続プロファイルにアクセスし、該当する SQL操作を読
み込みます。アプリケーション内の SQLJ実行文とプロファイル内の SQL操作はマッピ
ングされています。

注意注意注意注意 : SQLJプロファイルまたはプロファイルキー・クラスは、必ずし
も直接参照する必要はありません。これらは、すべて自動的に処理される
ためです。
1-12  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス



他の配布例
2. SQLJで生成したアプリケーション・コードから SQLJランタイムをコールします。SQL
操作がプロファイルから読み込まれます。

3. SQLJランタイムが JDBCドライバをコールし、SQL操作をドライバに渡します。

4. SQLJランタイムが入力パラメータを JDBCドライバに渡します。 

5. JDBCドライバが SQL操作を実行します。

6. 戻り値がある場合は、データベースがデータを JDBCドライバに送ります。このデータ
はドライバから SQLJランタイムに送られ、アプリケーションで使用できるようになり
ます。

他の配布例他の配布例他の配布例他の配布例
このマニュアルでは、主にクライアントサイドの SQLJアプリケーションについて説明して
います。しかし、次のような例においても SQLJコードを実行すると便利な場合があります。

� アプレットから

� サーバー内で（SQLJトランスレータもサーバーで実行できます）

� Oracle Liteデータベースに対して

アプレットでのアプレットでのアプレットでのアプレットでの SQLJの実行の実行の実行の実行
SQLJランタイムは pure Javaであるため、アプレットでもアプリケーションでも SQLJソー
ス・コードを使用できます。 ただし、次に示すような条件があります。

具体例は、12-77ページの「サンプル・アプレット」を参照してください。 

より一般的に Oracle JDBCドライバに適用するアプレットに関しては、ファイアウォールと
セキュリティについても説明している『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。

注意注意注意注意 : 入力パラメータを渡す（手順 4）ということは、入力パラメータ
をバインドする、またはホスト式をバインドすることです。ホスト変数、
ホスト式、バインド変数およびバインド式は、SQL操作の入出力として使
用する Java変数や式の記述に使用します。
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開発および配布に関する一般的な考慮点開発および配布に関する一般的な考慮点開発および配布に関する一般的な考慮点開発および配布に関する一般的な考慮点
Oracle SQLJアプレットを使用する際の一般的な考慮点を、次に示します。

� 次の SQLJランタイム・パッケージはすべて、アプレットと一緒にパッケージ化する必
要があります。

sqlj.runtime
sqlj.runtime.ref
sqlj.runtime.profile
sqlj.runtime.profile.ref
sqlj.runtime.error

Oracle独自のカスタマイズを行った場合は、次のパッケージも含める必要があります。

oracle.sqlj.runtime
oracle.sqlj.runtime.error

これらのクラスは、Oracleのファイルへのインストール時に一緒に含まれます。

[Oracle Home]/lib/runtime11.zip

� データベース接続用のドライバとして、Oracle JDBC Thinドライバなどの pure Java 
JDBCドライバを指定する必要があります。

� アプレット内の SQLJ実行文ごとに、接続コンテキストのインスタンスを明示的に指定
する必要があります。2つの SQLJアプレットを 1つのブラウザで実行した場合、同じ
JVMで実行されるのを防ぐために、必ず明示的してください。 （接続の詳細は 4-8ペー
ジの「接続の際の考慮事項」を参照してください。）

エンド・ユーザーのための一般的な考慮点エンド・ユーザーのための一般的な考慮点エンド・ユーザーのための一般的な考慮点エンド・ユーザーのための一般的な考慮点
エンド・ユーザーが SQLJアプレットを実行したときに、CLASSPATHのクラスが、アプ
レットと一緒にダウンロードされたクラスと競合する可能性があります。

これを回避するためには、アプレットを実行する前に、エンド・ユーザー側で CLASSPATH
を消去することをお薦めします。

Java環境および環境および環境および環境および Javaプラグインプラグインプラグインプラグイン
Java環境および Oracle固有の機能の使用に関しては、追加で考慮する点を次に示します。 

� SQLJのランタイム環境として、JDK 1.1.x以上が必要です。 Netscape Navigator 3.0や
Microsoft Internet Explorer 3.xなど、JDK 1.0.xを採用するブラウザで SQLJを実行する
には、ブラウザのデフォルト JREでなく JRE 1.1.xを（プラグインを使用するといった
方法で）使用する必要があります。 
1-14  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス



他の配布例
この対処としては、Sun Microsystemsのプラグインを使用する方法があります。詳細
は次のWebサイトを参照してください。

http://www.javasoft.com/products/plugin

� Netscape Navigator 4.xなどの一部のブラウザでは、プロファイル用の SQLJシリアル化
オブジェクト・ファイルで採用される、.ser拡張子の付いたリソース・ファイルがサ
ポートされていません。この .serファイルは、Sun Microsystems Javaプラグインで
はサポートされています。 

Oracle SQLJでは、このプラグインを使用する以外の方法として、.serファイルを
.classファイルに変換するための -ser2classオプションを使用する方法がありま
す。 詳細は、8-52ページの「.serファイルから .classファイルへの変換（-ser2class）」を
参照してください。

� Oracle固有の機能を使用するアプレットでは、Oracle SQLJランタイムを起動する必要
があります。 Oracleランタイムは、oracle.sqlj.*下の SQLJランタイム・ライブラ
リ・ファイルにおけるクラスで構成されます。 runtime.zipファイルにある Oracle 
SQLJランタイム・ライブラリは、常に Java Reflection API（java.lang.reflect.*）
を必要とします。runtime11.zip、runtime12.zip、および runtime12ee.zip内
のランタイム・ライブラリでは、次のような環境でのみ Reflection APIを使用する必要
があります。 大半のブラウザでは、Reflection APIをサポートしていなかったりセキュ
リティ上の制約があるのに対し、Sunの Javaプラグインの場合は Reflection APIに対す
るサポートが提供されています。

� 次の SQLJ言語の機能では、使用している SQLJランタイムのバージョンに関係なく、常
に Java Reflection API（java.lang.reflect.*）が必要となります。 

� CAST文

� SQLJイテレータのインスタンスとしてのデータベースから取得される
REF-CURSORパラメータまたは REF-CURSOR列

� java.sql.Ref/Struct/Blob/Clobオブジェクトの取得

� oracle.sql.CustomDatumまたは java.sql.SQLDataインタフェースを実装す
る Javaクラスのインスタンスとしての SQLオブジェクトの取得

注意注意注意注意 : Oracle固有の機能とは、Oracle拡張型（第 5章「型のサポート」
を参照）および SQLJ機能の使用を指します。SQLJ機能を使用する場合
は、Oracleデータベースと連携できるようにアプリケーションをカスタマ
イズする必要があります（SET文を使用した例については、第 3章「基本
的な言語機能」を参照）。
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� アプレットに対して runtime11.zipライブラリを使用するとします。 そうすると、
Oracle固有の機能および Oracle固有のカスタマイズを使用できます。

� アプレットが Oracle固有の機能を何も使用していない場合は、汎用 SQLJランタイムを
使用してこれを配布できます。 そのためには、トランスレーション中はアプレットをカ
スタマイズしないでください。コードを変換するときの設定は、-profile=falseで
す。 （8-51ページの「プロファイル・カスタマイズ・フラグ（-profile）」を参照してく
ださい。） runtime.zipライブラリから oracle.sqlj.*下のすべてのクラスを削除
することにより、汎用 SQLJランタイムを取得できます。この -profile=falseとい
う設定を省略した場合は、デフォルトの Oracleカスタマイザにより Oracle固有のラン
タイム・クラスがロードされます。 その結果、Oracle固有の機能を使用していない場合
でも、アプレットでは Oracleランタイムが必要となります。

これまで、Internet Explorerおよび Netscapeブラウザに重点を当てて説明してきました。
その要約を次に示します。

� アプレットは、runtime11.zipおよび classes111.zipライブラリと一緒に配布し
ます。 この場合、SQLJと JDBCのバージョンは一致している必要があります。 たとえ
ば、SQLJリリース 8.1.7ランタイムを使用するには、Oracle8iリリース 8.1.7 JDBCドラ
イバが必要です。

� オブジェクト型、JDBC 2.0型、REF CURSORS、または SQLJ文中の CAST文を使用して
いる場合は、起動しているブラウザで JDK 1.1がサポートされており、Reflectionが許
可されているか、またはブラウザの Javaプラグインを通してアプレットが起動される
必要があります。

� アプレットが Oracle固有の機能を使用していない場合は、カスタマイズ
（-profile=false）なしでコンパイルし、汎用 SQLJランタイム・サブセットを使用
して配布できます。

注意注意注意注意 : ISOと完全に互換性のあるモードで SQLJを使用する場合、例外
があります。 それは、SQLJを J2EEでコンパイルする環境で使用する場合、
SQLJ runtime12ee.zipライブラリでプログラムを変換および実行する
場合、および ISOで指定したように接続コンテキスト型を採用する場合で
す。 この場合、java.sql.Ref、Struct, Blob、Clobおよび SQLData
のインスタンスは、reflectionを使用せずに取得されます。

注意注意注意注意 : 汎用 SQLJアプレット（Oracle固有の機能を使用しない場合）の
例は、12-77ページの「サンプル・アプレット」を参照してください。
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サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 SQLJについてについてについてについて
SQLJコードは、クライアント・アプリケーションで使用できるばかりでなく、ターゲット
の Oracle8i Server側のストアド・プロシージャ、ストアド・ファンクション、トリガー、
Enterprise JavaBeanまたは CORBAオブジェクトでも実行できます。 サーバー側のアクセス
は、サーバー内部で実行される Oracle JDBCドライバを介して発生します。 また、Oracle8i 
Serverには埋込みの SQLJトランスレータがあるため、サーバー側で使用する SQLJソー
ス・ファイルをサーバーで直接変換できます。 

次の 2点については考慮が必要です。詳細は、第 11章「サーバー側 SQLJ」を参照してくだ
さい。

� サーバー側で使用する SQLJコードの作成

Oracle8i Server側で使用する SQLJアプリケーションのコードの記述方法は、クライア
ント側で使用するコードの記述方法と類似しています。主な相違点は、JDBCの全般的
な特性によるものであり、SQLJ固有の特性によるものではありません。大きな相違点
は、次のように接続に関するものです。 

– 接続数が 1つに限定されること。

– コードが実行されるデータベースに接続すること。

– 接続が暗黙的に行われること（クライアント側とは異なり、明示的に初期化する必
要がありません）。

– 接続をクローズできないこと。クローズを試みても無視されます。

この他、サーバー内で接続に使用する JDBCサーバー側ドライバは、自動コミット・
モードをサポートしていないことも挙げられます。

� サーバー側 SQLJコードの変換とロード

コードの変換とコンパイルは、クライアントでもサーバーでも行えます。クライアント
側で行った場合は、クラス・ファイルとリソース・ファイルをクライアント・マシンか
らサーバーにロードできます。Oracleの loadjavaユーティリティを使用してクライ
アントからファイルをロードするか、または SQLコマンドを使用してサーバーの管理
するファイルをロードします。（最初にすべてのファイルを 1つの .jarファイルにま
とめておくと便利です。）

また、サーバー側の埋込み SQLJトランスレータを使用して変換とロードを 1ステップ
で行う方法もあります。クラス・ファイルまたはリソース・ファイルのかわりに SQLJ

注意注意注意注意 : サーバー側 Thinドライバの一部には、あるサーバー内のコード
から別のサーバーへ接続できるものがあります。この場合、クライアント
の Thinドライバを使用した場合と結果は同様で、しかもコードの記述方
法も同様です。 4-5ページの「Oracle JDBCドライバの概要」を参照してく
ださい。
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ソース・ファイルをロードすると、トランスレーションとコンパイルは自動的に実行さ
れます。通常、loadjavaまたは SQLコマンドは、クラス・ファイルとリソース・
ファイルに対して使用することも、ソース・ファイルに対して使用することも可能で
す。ユーザーの観点からは、.sqljファイルは .javaファイルと同様に扱われ、トラ
ンスレーションは暗黙的に実行されます。

サーバー側の埋込みトランスレータの使用方法は、11-12ページの「SQLJソースのロー
ドとサーバーでの変換」を参照してください。

Oracle Liteデータベースでのデータベースでのデータベースでのデータベースでの SQLJの使用の使用の使用の使用
Oracle Liteデータベースに対しても SQLJを使用できます。ここでは、この機能について簡
単に説明します。詳細は『Oracle Lite Java開発者ガイド』を参照してください。

Oracle Liteとととと Javaサポートの概要サポートの概要サポートの概要サポートの概要
Oracle Liteは軽量データベースであり、大型データベースにはない融通性と多様性が特長で
す。必要なメモリー容量は全機能で 350～ 750KBであり、Palm Computingプラットフォー
ムとネイティブに同期し、Windows NT（3.51以上）、Windows 95およびWindows 98で実
行できます。埋込み環境が用意されているため、バックグラウンド・プロセスもサーバー・
プロセスも不要です。

Oracle Liteは、Oracle8i、旧バージョンの Oracle8および Oracle7と互換性があります。
JDBC、SQLJ、Javaのストアド・プロシージャなど、Javaを包括的にサポートします。次の
2通りの方法で、Javaプログラムから Oracle Liteデータベースにアクセスできます。

� ネイティブ JDBCドライバ

JDBCドライバは、リレーショナル・データ・モデルを使用する Javaアプリケーション
用のドライバです。アプリケーションでは、このドライバを介して、オブジェクト・リ
レーショナル・データベース・エンジンと直接通信できます。 

プログラムで SQL形式のデータにアクセスする場合、他のリレーショナル・データ
ベース・システムに対してプログラムを実行する場合、またはプログラムで複雑な問合
せを使用する場合は、リレーショナル・データ・モデルを使用します。

� Javaアクセス・クラス（Java Access Class: JAC）

Javaオブジェクト・モデルまたは Oracle Liteオブジェクト・モデルを使用する Javaア
プリケーション用のクラスです。アプリケーションでこのクラスを使用すると、オブ
ジェクト・モデルとリレーショナル・モデル間をマッピングしなくても、Oracle Lite
データベースに格納されている永続情報にアクセスできます。JACを使用するときは、
Javaの永続プロキシ・クラスを使用して、Oracle Liteスキーマをモデル化する必要があ
ります。このモデルは Oracle Liteツールで生成できます。

プログラムのフットプリントを小型化して高速で実行する場合で、SQL言語の全機能を
使用する必要がない場合は、オブジェクト・モデルを使用します。
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Oracle Lite JDBCと JACは連携します。JACは、JDBCがサポートするすべての型をサポー
トしますが、JDBCは特定の要件を満たす JACの型のみをサポートします。

Oracle Liteでででで Javaを実行するときの条件を実行するときの条件を実行するときの条件を実行するときの条件
Oracle Liteデータベース上で Javaプログラムを実行する場合は、次の環境が必要です。

� Windows NT 3.51以上、Windows 95またはWindows 98

� Oracle Lite 3.0以上

� JDK 1.1.x以上

� Javaネイティブ・インタフェース（Java Native Interface: JNI）をサポートする Javaラ
ンタイム環境（Java Runtime Environment: JRE）

JDK 1.1.x以上、Oracle JDeveloperおよび Symantec Visual Cafeで提供される JREで
は、JNIがサポートされています。

Oracle拡張型のサポート拡張型のサポート拡張型のサポート拡張型のサポート
Oracle Liteリリース 3.6以前で実装した JDBCドライバは、SQL92の標準型のみをサポート
します。つまり、これらのバージョンでは Oracle固有の機能を使用できません。たとえば、
BFILEや ROWIDなどの Oracleの拡張型およびユーザー定義のオブジェクト型とコレクショ
ン型は使用できません。

リリース 4.0以降の Oracle Liteには、Oracle固有の JDBCドライバと SQLJランタイム・ク
ラス（Oracleのセマンティクス・チェッカやカスタマイザなど）があるため、Oracle固有の
機能と拡張型を使用できます。

他の開発環境他の開発環境他の開発環境他の開発環境
このマニュアルの説明は、UNIX環境で英語版コードを手動で作成する場合を想定していま
す。ただし、SQLJは他のプラットフォームおよび IDEでも使用できます。他言語版の NLS
サポートもあります。ここでは次の内容について説明します。

� NLSサポート

� IDEでの SQLJ

� Windowsに関する注意事項
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SQLJによるによるによるによる NLSのサポートのサポートのサポートのサポート
Oracle SQLJは、ネイティブ言語をサポートします。文字のエンコードは Javaの組込み NLS
機能に基づいて行われます。 

トランスレータ・メッセージおよびランタイム・メッセージ用の言語とコード化方法は、
JVM標準の user.languageおよび file.encodingプロパティによって、特定されます。
トランスレーション時にソース・ファイルを解析および生成するためのコード化は、SQLJ
の -encodingオプションで指定します。

詳細は、9-17ページの「トランスレータおよびランタイムでの NLSサポート」を参照して
ください。

JDeveloperなどのなどのなどのなどの IDEでのでのでのでの SQLJの使用の使用の使用の使用
Oracle SQLJは、プログラム API、Oracle JDeveloperなどの統合開発環境（IDE）への埋込み
ができます。IDEは、フロントエンドとして使用される sqljコマンドと同じように機能し、
トランスレータ、セマンティクス・チェッカ、コンパイラおよびカスタマイザを起動します。

Oracle JDeveloperは、Javaプログラミング用のWindows NTベースのビジュアル開発環境
です。開発者は JDeveloper Suiteで、スケーラブルな複数層インターネット・アプリケー
ションを構築し、Oracle Internet Platform全体で Javaを使用できます。この Suiteの中核製
品（JDeveloper Integrated Development Environment）では、コンポーネントベースのアプ
リケーションを作成、デバッグおよび実行できます。

JDeveloper Suiteを構成する製品は、Oracle JDeveloper、Oracle Application Server、
Oracle8i Enterprise Editionおよび Oracle Procedure Builderです。

Oracle JDBC OCIドライバと Thinドライバは、Oracle Liteデータベースへのアクセス用ド
ライバとともに、JDeveloperに同梱されています。

JDeveloperのコンパイル機能には、Oracle SQLJトランスレータが組み込まれています。
SQLJアプリケーションは、コンパイル時に自動的に変換されます。 

JDeveloperに関する情報は、次の URLから閲覧できます。

http://technet.oracle.com

Windowsに関する注意事項に関する注意事項に関する注意事項に関する注意事項
SolarisのかわりにWindowsプラットフォームを使用する場合は、次の点に注意してください。

� このマニュアルでは、Solaris/UNIX構文を使用しています。プラットフォーム固有の
ファイル名とディレクトリ・セパレータ（Windowsの「¥」など）を使用してくださ
い。JVMでは、プラットフォーム固有の形式でファイル名とパスを指定する必要がある
ためです。このことは、別のファイル名構文を使用できるシェル（NTの kshなど）を

使用している場合にも当てはまります。
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� Solarisの場合は、Oracle SQLJのフロントエンド・スクリプト sqljを使用して、SQLJ
トランスレータを起動できます。Windowsでは、Oracle SQLJの実行可能ファイル
sqlj.exeをかわりに使用します。Windowsプラットフォームの .batファイルには、

引数への等号（=）の埋込み、引数の文字列操作、およびファイル名引数のワイルド
カード文字がサポートされず、スクリプトを使用できないためです。 

� 環境変数の設定方法は、オペレーティング・システムにより異なります。オペレーティン

グ・システム固有の制限が伴う場合もあります。Windows 95では、コントロール・パネ
ルの「システム」の「ハードウェア環境」タブを使用します。また、Windows 95では
変数の設定に「=」文字を使用できないので、SQLJでサポートされている「#」を「=」
のかわりに使用して SQLJ_OPTIONSを設定します。この環境変数は、SQLJのオプショ
ン設定に使用できます。環境変数の設定および構文については、オペレーティング・シ

ステムのドキュメントで確認してください。なお、サイズ上の制約には注意してくださ

い。

� どのようなオペレーティング・システムおよび環境を使用している場合も同様ですが、特

定の制限事項には留意してください。特に、展開された SQLJコマンドラインのサイズ
が、許容されるコマンドラインのサイズの最大値を超えないようにしてください。たとえ

ば、Windows 95の場合は 250文字以内、Windows NTの場合は 4000文字以内にしま
す。詳細は、使用するオペレーティング・システムのドキュメントを参照してください。

� Windowsでは、コンパイル中に SQLJのトランスレーション処理が中断する可能性があ
ります。 このような問題が発生したときは、トランスレータの -passesオプションを

使用します。8-65ページの「SQLJでの 2段階による実行（-passes）」を参照してくださ
い。

詳細はWindowsプラットフォームの READMEファイルを参照してください。
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SQLJの基本事項の基本事項の基本事項の基本事項

この章では、Oracle SQLJインストールと設定をテストし、簡単なアプリケーションを実行
します。 

Oracleデータベースと Oracle JDBCドライバを使用している場合は、『Oracle8i JDBC開発者
ガイドおよびリファレンス』の説明に従って、JDBCインストールも検証します。

この章では、次の項目について説明します。

� 前提と要件

� インストールおよび設定の確認

� 設定のテスト
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前提と要件
前提と要件前提と要件前提と要件前提と要件
ここでは、Oracle SQLJを実行するための環境の前提とシステムの要件について説明します。

環境に対する前提環境に対する前提環境に対する前提環境に対する前提
Oracle SQLJを実行するシステムでは、次の内容を前提とします。

� 使用しているシステム上で実行できる標準 Java環境があること。通常は、Sun 
Microsystemsの JDKを使用しますが、他の Java製品も使用できます。Java（通常は
java）と Javaコンパイラ（通常は javac）を実行できることを確認してください。 

Sun JDK上で Oracle SQLJアプリケーションを変換して実行するには、JDK 1.2.xまたは
1.1.xのバージョンおよび対応する JDBCドライバを使用する必要があります。これらの
JDKバージョンのいずれにも対応するのが、Oracle JDBC Thinドライバおよび OCIド
ライバです。

詳細は、2-4ページの「サポートされている JDKバージョン」を参照してください。

� 使用している環境で、JDBCアプリケーションを実行できること。

Oracleデータベースと Oracle JDBCドライバを使用している場合は、 『Oracle8i JDBC
開発者ガイドおよびリファレンス』の第 2章「スタート・ガイド」を参照してくださ
い。Oracle JDBCドライバと、用途に応じたドライバの選定基準は、同書の第 1章「概
要」を参照してください。

Oracle SQLJを使用するための要件を使用するための要件を使用するための要件を使用するための要件
Oracle SQLJを使用するには、次のものが必要です。

� JDBCドライバ
Sun Microsystemsの標準 java.sql JDBCインタフェースを実装したドライバです。

Oracle SQLJでは、標準に準拠している限り、どの JDBCドライバでも使用できます。

� データベース・システム
JDBCドライバを使用してアクセスできることが必要です。

注意注意注意注意 : Oracle以外の JDBCドライバを使用する場合は、次の操作が必要
です。

� connect.propertiesの変更。詳細は、2-8ページの「ランタイム
接続の設定」を参照してください。

� 4-7ページの「ランタイムに使用するドライバの選択および登録」の
サンプル・アプリケーションの変更。ドライバの登録が完了した後に
Oracle.connect()メソッドがコールされるように変更してくださ
い。
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� SQLJトランスレータおよび SQLJプロファイル・カスタマイザ用クラス・ファイル

トランスレータ関連クラスは、次のファイル内で使用可能です。

[Oracle Home]/sqlj/lib/translator.zip

� SQLJランタイム用クラス・ファイル

SQLJランタイムのうち、いくつかのバージョンが利用可能です。Java環境および JDBC
ドライバと互換性のあるランタイムのバージョンを選択する必要があります（これらは
すべて [Oracle Home]/sqlj/libにあります）。

runtime.zip: すべての Oracle JDBCドライバおよびすべての JDK環境で動作する汎
用ランタイムです。

runtime11.zip: JDK 1.1.xで動作する Oracle 8.1.7固有のランタイムです。

runtime12.zip: JDK 1.2以上の JDKで動作し、完全な SQLJ ISO機能を提供する
Oracle8iリリース 8.1.7固有のランタイムです。

runtime12.zip: J2EEでコンパイルできる環境で動作し、完全な SQLJ ISO機能を提供
する Oracle8iリリース 8.1.7固有のランタイムです。

重要重要重要重要 : リリース 8.1.6以前の SQLJでは、runtime.zipは
translator.zipのサブセットでしたが、現行のリリースでは違います。 
CLASSPATHで translator.zipのみでなく runtime.zipも指定する
必要があります。

注意注意注意注意 : 

� すでに変換、コンパイル、およびカスタマイズが完了した SQLJアプ
リケーションのみを実行する場合は、translator.zipは必要あり
ません。

� 移植性を最大限にするため、translator.zipファイルおよび
runtimeXXX.zipファイルは非圧縮になっています。
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サポートされているサポートされているサポートされているサポートされている JDKバージョンバージョンバージョンバージョン

Sun Microsystemsの JDKを使用する際は、Oracle SQLJリリース 8.1.7が JDK 1.2.xおよび
JDK 1.1.xのいずれの環境でも動作することに留意してください。 どちらの環境でも動作する
ように、runtime.zipとともに translator.zipも使用できます。 または、Oracle JDBC 
8.1.7ドライバを採用している場合、ユーザーの Java環境でサポートされる JDK 1.1.x、JDK 
1.2または J2EEのそれぞれに対し、runtime11.zipファイル、runtime12.zipファイル
または runtime12ee.zipファイルが使用でき、そのいずれかとともに translator.zip
を使用できます。 

SQLJソース・コードを移行する際は、次の点に留意してください。

� JDK 1.1.x環境での変換では、Oracleは JDK 1.1.x、JDK 1.2.xのいずれかを使用したアプ
リケーションの実行をサポートします。（oracle.jdbc2パッケージ対応の JDBCコー
ドを使用していない場合を想定しています。Oracle JDBCを使用すると、JDK 1.1.x環境
でも JDBC 2.0タイプがサポートされます。）

� JDK 1.2.x環境での変換では、Oracleは JDK 1.2.x環境でのアプリケーションの実行をサ
ポートします。

JDBCドライバは、対応するバージョンを使用してください。 2-5ページの「Oracle JDBCの
PATHおよび CLASSPATH」を参照してください。

リリース 8.1.7の時点では、Oracle SQLJ、Oracle JDBCのどちらも、JDK 1.0.2をサポートし
ていません。この JDK 1.0.2を使用するブラウザでアプレットを実行するには、特別な準備
が必要です。 （この章では、アプレットについては説明していません。 1-13ページの「アプ
レットでの SQLJの実行」を参照してください。）

Oracle8i JVMの設定の設定の設定の設定
このマニュアルでは、システム設定にかかわる作業を、SQLJ開発者の仕事としては位置付
けていません。 そのため、Oracle8i JVMの設定については取り上げていません。Java関連の
設定パラメータ（JAVA_POOL_SIZEなど）の詳細は、 『Oracle8i Java開発者ガイド』を参
照してください。

マルチスレッド・サーバー、ディスパッチャまたはリスナーの設定の詳細は、『Oracle8i 
Net8管理者ガイド』を参照してください。これらは、Enterprise JavaBeansまたは CORBA
オブジェクトをコーディングする場合に必要です。
2-4  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス



インストールおよび設定の確認
インストールおよび設定の確認インストールおよび設定の確認インストールおよび設定の確認インストールおよび設定の確認
前述の前提と要件が満たされていることを確認した後、Oracle SQLJインストールを確認し
ます。

インストール先のディレクトリとファイルの確認インストール先のディレクトリとファイルの確認インストール先のディレクトリとファイルの確認インストール先のディレクトリとファイルの確認
次のディレクトリがインストールされ、その中にファイルが格納されていることを確認しま
す。

Oracle JDBCのディレクトリのディレクトリのディレクトリのディレクトリ
いずれかの Oracle JDBCドライバを使用している場合は、『Oracle8i JDBC開発者ガイドおよ
びリファレンス』を参照して、システムにインストールする必要のある JDBCファイルを確
認してください。

Oracle SQLJのディレクトリのディレクトリのディレクトリのディレクトリ
Oracle8i JVM製品をインストールすると、[Oracle Home]のサブディレクトリとして
sqljディレクトリが作成されます。そのディレクトリには次のサブディレクトリがありま
す。

� demo（この章で説明するものを含むデモ用アプリケーション）

� doc

� lib（SQLJのクラス・ファイルを格納する .zipファイル）

また、[Oracle Home]には、次のディレクトリがあります。このディレクトリには、すべ
ての Java製品で使用できるユーティリティが格納されています。

� bin

これらのディレクトリがすべて作成され、ファイルが格納されたことを確認してください。
特に、libと binは重要なディレクトリです。

PATHおよびおよびおよびおよび CLASSPATHの設定の設定の設定の設定
PATH環境変数と CLASSPATH環境変数が、Oracle SQLJ（および使用する場合は Oracle 
JDBC）用に設定されていることを確認します。

Oracle JDBCのののの PATHおよびおよびおよびおよび CLASSPATH
Oracle JDBCドライバのうちいずれか 1つを使用する場合は、使用する環境に対応した
Oracle JDBCクラスの ZIPファイルが必要です。
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JDK 1.1.x互換クラスは classes111.zipに、JDK 1.2.x互換クラスは classes12.zipに
格納されています。Sun Microsystemsの JDK環境を使用する場合、対応する ZIPファイル
名が CLASSPATHの設定に指定してあることを確認してください。

Oracle JDBCの PATHおよび CLASSPATHに必要な設定については、 『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 SQLJのののの PATHおよびおよびおよびおよび CLASSPATH
Oracle SQLJの PATH変数と CLASSPATH変数は、次のように設定します。

PATHの設定の設定の設定の設定  絶対パスを指定せずに sqljスクリプト（SQLJトランスレータを起動するスク
リプト）を実行する場合には、PATH環境変数に次のディレクトリが指定してあることを確
認してください。

[Oracle Home]/bin

Windowsでは円記号を使用します。[Oracle Home]には、実際の [Oracle Home]ディ
レクトリを指定します。

CLASSPATHの設定の設定の設定の設定  CLASSPATH環境変数を変更して、現行のディレクトリと次のディレク
トリを指定します。

[Oracle Home]/sqlj/lib/translator.zip

Windowsでは円記号を使用します。[Oracle Home]には、実際の [Oracle Home]ディ
レクトリを指定します。

また、CLASSPATHには、次のランタイム・ライブラリのうちのいずれか 1つを含める必要
があります。

[Oracle Home]/sqlj/lib/runtime.zip
[Oracle Home]/sqlj/lib/runtime11.zip
[Oracle Home]/sqlj/lib/runtime12.zip
[Oracle Home]/sqlj/lib/runtime12ee.zip

どのランタイム・ライブラリを使用するのか分からない場合は、runtime.zipを指定でき
ます。このように指定すると、様々な Javaおよび JDBC環境の中で高い柔軟性を持っていま
す。 しかし、java.sql.Ref、Clob、Blob、Structおよび SQLDataといった JDBC 2.0
型用 SQLJ ISO互換サポートが必要な場合は、JDK1.2または J2EE、および Oracle JDBC 
8.1.7ドライバとともに runtime12.zipまたは runtime12ee.zipのいずれかを使用する
必要があります。
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sqljutlパッケージのインストールの確認パッケージのインストールの確認パッケージのインストールの確認パッケージのインストールの確認

sqljutlパッケージは、Oracleデータベースのストアド・プロシージャとストアド・ファ
ンクションのオンライン・チェックを行うために使用します。 リリース 8.1.5以降の Oracle
データベースでは、データベースのサーバー側 JavaVMをインストール中に、SYSスキーマ
の下に自動的にインストールされます。sqljutlのインストールを確認するには、たとえ
ば、SQL*Plusから SQLコマンドを実行します。

describe package sqljutl

このコマンドを実行すると、パッケージの簡単な説明が出力されます。 パッケージが見つか
らないというメッセージが表示された場合は、手動でインストールする必要があります。そ
の場合は、SQL*Plusを使用して sqljutl.sqlスクリプトを実行します。このスクリプト
は、次のディレクトリにあります。

[Oracle Home]/sqlj/lib/sqljutl.sql

必要に応じて、インストールに関するドキュメントを参照してください。 

重要重要重要重要 : ランタイム・ライブラリを追加しない場合は、SQLJトランス
レータを実行できません。 

CLASSPATHには、translator.zipのみでなく runtime.zipも指定
する必要があります。

注意注意注意注意 : この手順は、オンラインでのトランスレーションにのみ必要で
あって、オフラインでのトランスレーションやアプリケーションの実行時
には不要です。次のものを使用する場合にのみ実行してください。

� リリース 8.1.5より前の Oracleデータベース、またはサーバー側
JavaVMがインストールされていないリリース 8.1.5以降のデータベー
ス。

� SQLJストアド・プロシージャやストアド・ファンクション
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設定のテスト設定のテスト設定のテスト設定のテスト
データベース、JDBCおよび SQLJセットアップをテストするには、次のソース・ファイル
に定義されたデモ用アプリケーションを使用します。

� TestInstallCreateTable.java

� TestInstallJDBC.java

� TestInstallSQLJ.sqlj

� TestInstallSQLJChecker.sqlj

また、Javaプロパティ・ファイルである connect.propertiesも提供されています。こ
のファイルは、データベース接続の設定に使用します。このファイルを変更し、使用する
ユーザー名、パスワードおよび URLを指定します。

これらのデモ用アプリケーションは、SQLJインストールにより demoディレクトリ中に格
納されます。

[Oracle Home]/sqlj/demo

必要に応じて、一部のソース・ファイルを変更し、変換やコンパイルを行います（後述の説
明を参照）。 

Oracle SQLJインストールで提供されるデモ用アプリケーションでは、ユーザー名 scottお
よびパスワード tigerのデータベース・アカウントで表を参照します。このアカウントは、
ほとんどの Oracleインストールで使用されています。必要に応じて、scottと tigerに別
の値を使用します。 

ランタイム接続の設定ランタイム接続の設定ランタイム接続の設定ランタイム接続の設定
ここでは、connect.propertiesファイルを変更し、データベースにランタイム接続を設
定します。このファイルは demoディレクトリにあり、次のように記述されています。

# Users should uncomment one of the following URLs or add their own.
# (If using Thin, edit as appropriate.)
#sqlj.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:ORCL
#sqlj.url=jdbc:oracle:oci8:@
#sqlj.url=jdbc:oracle:oci7:@
#
# User name and password here
sqlj.user=scott
sqlj.password=tiger

注意注意注意注意 : デモ用アプリケーションを実行するには、前述のように demo
ディレクトリをカレント・ディレクトリにし、このカレント・ディレクト
リ（"."）を CLASSPATHで指定する必要があります。
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（scottと tigerは、デモ用アプリケーションで使用されるユーザー名とパスワードです。）

connect.properties一覧は、12-2ページの「ランタイム接続用プロパティ・ファイル」
を参照してください。

Oracle JDBCドライバを使用した接続ドライバを使用した接続ドライバを使用した接続ドライバを使用した接続
JDBC OCIドライバ（OCI8または OCI7）を使用する場合は、connect.propertiesの
oci8 URL行または oci7 URL行のコメント設定を外します。

JDBC Thinドライバを使用する場合は、connect.propertiesの thin URL行のコメント
設定を外し、データベース接続にあわせて変更します。URLは、JDBCドライバの設定時に
指定した URLを使用してください。

Oracle以外の以外の以外の以外の JDBCドライバを使用した接続ドライバを使用した接続ドライバを使用した接続ドライバを使用した接続
Oracle JDBC以外のドライバを使用している場合は、connect.propertiesに行を追加し
て、次のように適切な URLを指定します。

sqlj.url=your_URL_here

URLは、JDBCドライバの設定時に指定した URLを使用してください。

ドライバはコード中に明示的に登録する必要があります（ただし、Oracle JDBCドライバを
使用すると、この登録はデモ用およびテスト用プログラムによって自動的に行われます）。 
4-7ページの「ランタイムに使用するドライバの選択および登録」を参照してください。

データベース検証用の表の作成データベース検証用の表の作成データベース検証用の表の作成データベース検証用の表の作成
ここでのテストでは、SALESという表を使用します。TestInstallCreateTableをコン
パイルして実行すると、次のような表が作成されます。ただし、データベースと JDBCドラ
イバが連携していて、しかも connect.propertiesファイル中の接続設定が適切である必
要があります。

javac TestInstallCreateTable.java
java TestInstallCreateTable

注意注意注意注意 : SALES表がスキーマにすでにあり、それを変更しない場合は、
TestInstallCreateTable.javaを編集して表の名前を変更します。
または、元の表を削除して、新しい表に置き換えます。 
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TestInstallCreateTableを使用しない場合は、かわりに SALES表を作成します。その
場合は、データベースのコマンドライン・プロセッサ（SQL*Plusなど）で、次のコマンド
を実行します。 

CREATE TABLE SALES (
      ITEM_NUMBER NUMBER,
      ITEM_NAME CHAR(30),
      SALES_DATE DATE, 
      COST NUMBER, 
      SALES_REP_NUMBER NUMBER,
      SALES_REP_NAME CHAR(20));

JDBCドライバの検証ドライバの検証ドライバの検証ドライバの検証
Oracle JDBCドライバをさらに詳しく調べる場合は、TestInstallJDBCデモを使用しま
す。

前の項で説明したとおりに接続が connect.propertiesファイルに正しく設定されている
ことを確認し、その後で、次に示したように TestInstallJDBCをコンパイルして実行し
ます。

javac TestInstallJDBC.java
java  TestInstallJDBC 

次のように出力されます。

Hello, JDBC! 

SQLJトランスレータとランタイムの検証トランスレータとランタイムの検証トランスレータとランタイムの検証トランスレータとランタイムの検証
TestInstallSQLJデモを変換して実行します。このデモは、TestInstallJDBCと同じ
ような機能を持つ SQLJアプリケーションです。次のコマンドを実行して、ソース・コード
を変換します。

sqlj  TestInstallSQLJ.sqlj

エラーがなければ、短時間でシステム・プロンプトが再度表示されます。このコマンドで
は、Oracleデータベース用にアプリケーションのコンパイルやカスタマイズもできます。

Solarisでは、sqljスクリプトは [ORACLE HOME]/binにあります。このディレクトリは、
前述のように PATHに指定されていることが必要です。（Windowsでは、binディレクトリ
の sqlj.exe実行可能ファイルを使用します。）SQLJ translator.zipファイルには、
SQLJトランスレータとランタイム用のクラス・ファイルが格納されています。この zip
ファイルは、[ORACLE HOME]/sqlj/libにあります。また、前述のように、CLASSPATH
に指定されていることが必要です。
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アプリケーションを実行するには、次のようにします。

java  TestInstallSQLJ

次のように出力されます。 

Hello, SQLJ!

SQLJトランスレータからデータベースへの接続の検証トランスレータからデータベースへの接続の検証トランスレータからデータベースへの接続の検証トランスレータからデータベースへの接続の検証
SQLJ変換をデータベースに接続できる場合、トランスレーション時に SQL操作のオンライ
ンのセマンティクス・チェックを実行できます。SQLJトランスレータは Javaで記述されて
おり、JDBCを使用して必要な情報を指定されたデータベース接続から取得します。オンラ
インのセマンティクス・チェックの接続パラメータを指定するには、sqljスクリプト・コ
マンドラインまたは SQLJプロパティ・ファイル（デフォルトでは、sqlj.properties）
を使用します。 

demoディレクトリで、sqlj.propertiesファイルを編集し、必要に応じて
sqlj.password行、sqlj.url行および sqlj.driver行に対して更新、コメントまたは
コメント解除を行い、connect.propertiesファイルへの編集内容をデータベース接続情
報に反映します。sqlj.propertiesファイルのコメントを参照してください。

Oracle JDBC OCI8ドライバを使用する場合の、ドライバ、URLおよびパスワードの設定例
を次に示します。

sqlj.url=jdbc:oracle:oci8:@
sqlj.driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
sqlj.password=tiger

オンラインのセマンティクス・チェックは、トランスレーション時のデータベース接続に対
してユーザー名を指定した時点で有効になります。ユーザー名を指定するには、
sqlj.propertiesファイルの sqlj.user行のコメント設定を外すか、-userコマンド
ライン・オプションを使用します。ユーザー名、パスワード、URLおよびドライバ名は、コ
マンドラインまたはプロパティ・ファイルで設定できます。 詳細は、8-30ページの「接続オ
プション」を参照してください。

オンラインのセマンティクス・チェックをテストするには、次のように
TestInstallSQLJChecker.sqljファイル（demoディレクトリ）を変換します。（また
は、別のユーザー名を使用してテストする方法もあります。） 

sqlj -user=scott TestInstallSQLJChecker.sqlj

Oracle JDBCドライバを使用している場合は、次のエラー・メッセージが表示されます。

TestInstallSQLJChecker.sqlj:41: Warning: Unable to check SQL query. Error returned 
by database is: ORA-00904: 列名が無効です。

TestInstallSQLJChecker.sqljを編集し、41行目で検出されたエラーを修正します。
列名には、ITEM_NAMAEではなく、ITEM_NAMEを使用します。このように列名を変更する
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設定のテスト
と、エラーが発生しなくなります。次のコマンドを実行して、アプリケーションを変換して
実行します。 

sqlj -user=scott TestInstallSQLJChecker.sqlj
java  TestInstallSQLJChecker

正常に処理されると、次のように出力されます。

Hello, SQLJ Checker!
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基本的な言
3

基本的な言語機能基本的な言語機能基本的な言語機能基本的な言語機能

この章では、アプリケーションのコーディングに使用する、SQLJの基本的な言語機能と構
文について説明します。 

SQLJ文は常に #sqlトークンで開始し、2つのメイン・カテゴリに分割できます。1つは宣
言で、イテレータ（JDBCの結果セットに類似）や接続コンテキスト（使用する SQLエン
ティティの集合に従って接続を厳密に分類するためのコンテキスト）の Javaクラスの作成
に使用します。もう 1つは実行文で、埋込みの SQL操作の実行に使用します。

詳細は、第 7章「高度な言語機能」を参照してください。

この章では、次の項目について説明します。

� SQLJ宣言の概要

� SQLJ実行文の概要 

� Javaホスト式、コンテキスト式および結果式

� 単一行の問合せ結果 : SELECT INTO文

� 複数行の問合せ結果 : SQLJイテレータ

� 代入文（SET）

� ストアド・プロシージャおよびストアド・ファンクションのコール
語機能  3-1



SQLJ宣言の概要
SQLJ宣言の概要宣言の概要宣言の概要宣言の概要
SQLJ宣言は #sqlトークンで開始され、その後にクラスの宣言が続きます。SQLJ宣言によ
り、アプリケーションに専用 Java型が導入されます。現行では、SQLJ宣言にはイテレータ
宣言と接続コンテキスト宣言の 2種類があり、次のように Javaクラスを定義します。

� イテレータ宣言はイテレータ・クラスを定義します。イテレータは、概念的に JDBC結
果セットと似ていて、複数行の問合せデータの受取りに使用されます。イテレータは、
イテレータ・クラスのインスタンスとして実装されます。

� 接続コンテキスト宣言は、接続コンテキスト・クラスを定義します。通常、各接続コン
テキスト・クラスは、操作の際に特定の SQLエンティティ（表、ビュー、ストアド・
プロシージャなど）を使用する接続に使用されます。すなわち、名前と特性が同じ SQL
エンティティを持つスキーマへの接続には、特定の接続コンテキスト・クラスのインス
タンスが使用されています。SQLJでは、各データベース接続が、接続コンテキスト・
クラスのインスタンスとして実装されます。

イテレータ宣言や接続コンテキスト宣言には、必要に応じて次の句を挿入できます。

� implements句 :　生成されたクラスによって実装されるインタフェースを1つ以上指定
します。

� with句 :　生成されたクラスに含める初期化済み定数を 1つ以上指定します。

これらの句については、3-4ページの「宣言 IMPLEMENTS句」および 3-5ページの「宣言
WITH句」で説明します。

SQLJ宣言の規則宣言の規則宣言の規則宣言の規則
SQLJソース・コード中には、標準 Javaでクラスを定義できる場所であればどこにでも
SQLJ宣言を記述できます。制限事項は、JDK 1.1.xではメソッド・ブロック内部に宣言を記
述できないことのみです。次に、例を示します。

SQLJ declaration;   // OK (top level scope)

class Outer
{
   SQLJ declaration; // OK (class level scope)

   class Inner
   {
      SQLJ declaration; // OK (nested class scope)
   }

   void func()
   {
      SQLJ declaration; // OK in JDK 1.2.x; ILLEGAL in JDK 1.1.x (method block)
   }
}
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SQLJ宣言の概要
イテレータ宣言イテレータ宣言イテレータ宣言イテレータ宣言
イテレータ宣言により、問合せデータの受取り用に、イテレータの種類を定義するクラスが
作成されます。宣言にはイテレータ・インスタンスの列型を指定します。データベース表か
ら選択できる列型と同じ列型を指定してください。 

基本的なイテレータ宣言では、次の構文が使用されます。

#sql <modifiers> iterator iterator_classname (type declarations);

修飾子の使用は任意で、publicや staticなどの標準 Javaクラス修飾子を使用できます。
型宣言はカンマで区切ります。 

イテレータには、名前指定イテレータと位置指定イテレータの 2種類があります。名前指定
イテレータには列名と型を指定し、位置指定イテレータには型のみを指定します。

次に、名前指定イテレータ宣言の例を示します。

#sql public iterator EmpIter (String ename, double sal);

この文を実行すると、SQLJトランスレータによって、String属性の enameおよび
double属性の salで、public EmpIterクラスが作成されます。このイテレータを使用し
て、データベース表の従業員名と給料の各列から、名前（ENAMEおよび SAL）とデータ型
（CHARおよび NUMBER）が一致するデータを選択できます。

EmpIterを名前指定イテレータではなく位置指定イテレータとして宣言すると、次のよう
になります。

#sql public iterator EmpIter (String, double);

イテレータの詳細は、3-29ページの「複数行の問合せ結果 : SQLJイテレータ」を参照してく
ださい。

注意注意注意注意 : 標準 Javaの場合と同様に、Publicクラスは、次の方法のどちらか
の方法で宣言する必要があります（Sun Microsystemsの JDKの標準
javacコンパイラを使用する場合は、これが要件となります）。

� 別個のソース・ファイル中に宣言する方法。ファイルのベース名はク
ラス名と同じにします。 

または、次のように指定します。

� クラスレベルの有効範囲またはネストされたクラスレベルの有効範囲
に宣言する方法。この方法の場合、public static修飾子を使用す
ることをお薦めします。
基本的な言語機能  3-3



SQLJ宣言の概要
接続コンテキスト宣言接続コンテキスト宣言接続コンテキスト宣言接続コンテキスト宣言
接続コンテキスト宣言により、接続コンテキスト・クラスが作成されます。このクラスのイ
ンスタンスは、通常、特定の SQLエンティティを使用するデータベース接続に使用されま
す。

基本的な接続コンテキスト宣言では、次の構文が使用されます。

#sql <modifiers> context context_classname;

イテレータ宣言の場合、修飾子は任意で、標準 Javaのどのクラス修飾子でも使用できます。
たとえば、次のように指定できます。

#sql public context MyContext;

この文を実行すると、SQLJトランスレータによって public MyContextクラスが作成さ
れます。SQLJコード中にこのクラスのインスタンスを使用すると、任意のエンティティ
（表、ビューまたはストアド・プロシージャなど）を持つスキーマへのデータベース接続を
作成できます。接続先のスキーマが複数の場合は、MyContextの様々なインスタンスを使
用することも可能です。ただし、各スキーマには、EMP表、DEPT表または TRANSFER_
EMPLOYEEストアド・プロシージャなどを指定する必要があります。

接続コンテキストの宣言は高度なトピックであるため、1種類の SQLエンティティしか使用
しない基本的な SQLJアプリケーションでは、この宣言は不要です。また、基本的には、
sqlj.runtime.ref.DefaultContextクラスのインスタンスをいくつか作成して複数の
接続を使用できます。この方法では、接続コンテキストの宣言が不要です。 

接続および接続コンテキストの概要は、4-8ページの「接続の際の考慮事項」を参照してく
ださい。

接続コンテキストの追加作成の詳細は、7-2ページの「接続コンテキスト」を参照してくだ
さい。

宣言宣言宣言宣言 IMPLEMENTS句句句句
イテレータ・クラスや接続コンテキスト・クラスを宣言する場合、生成されたクラスが実装
するインタフェースを 1つ以上指定できます。ただし、この指定は高度なトピックであるた
め、開発段階ではあまり重要ではありません。

イテレータ・クラスには次の構文を使用します。

#sql <modifiers> iterator iterator_classname implements intfc1,..., intfcN 
     (type declarations);

implements intfc1,..., intfcNの部分は、implements句と呼ばれます。イテレー
タ宣言では、implements句に続いてイテレータ型宣言をします。

接続コンテキスト宣言には次の構文を使用します。

#sql <modifiers> context context_classname implements intfc1,..., intfcN;
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SQLJ宣言の概要
implements句は、イテレータ宣言や接続コンテキストの宣言に有効ですが、一般的には、
特に sqlj.runtime.Scrollableまたは sqlj.runtime.ForUpdateを実装する場合、
イテレータ宣言に役立ちます。ただし、Oracle SQLJではスクロール可能なイテレータはサ
ポートされていますが、位置指定による更新や削除は、サポートされていません。 

implements句の詳細は、7-23ページの「イテレータ宣言での IMPLEMENTS句の使用」
および 7-10ページの「接続コンテキスト宣言での IMPLEMENTS句の使用」を参照してく
ださい。

次の例では、名前指定イテレータ・クラスの宣言に implements句を使用しています。（こ
の例では、イテレータ・インタフェースの MyIterIntfcを含む mypackageパッケージが
作成されていることを前提とします。）

#sql public iterator MyIter implements mypackage.MyIterIntfc 
     (String ename, int empno);

クラス MyIterの宣言によって、mypackage.MyIterIntfcインタフェースが実装されま
す。

次の例では、MyConnCtxtIntfcという名前のインタフェースを実装した接続コンテキス
ト・クラスを宣言しています。（ここでも、mypackageパッケージを前提とします。）

#sql public context MyContext implements mypackage.MyConnCtxtIntfc; 

宣言宣言宣言宣言 WITH句句句句
イテレータ・クラスや接続コンテキスト・クラスの宣言時には、生成されたクラスの定義に
含める定数を 1つ以上指定し初期化できます。 生成される定数は常に public static 
finalです。イテレータ・クラスには次の構文を使用します。

#sql <modifiers> iterator iterator_classname with (var1=value1,..., varN=valueN)
     (type declarations);

with（var1=value1,..., varN=valueN）の部分は with句と呼ばれます。イテレータ
宣言では、with句に続けてイテレータ型宣言をします。

with句と implements句の両方がある場合は、implements句を最初にする必要があり
ます。withリストはカッコで囲みますが、implementsリストはカッコで囲みません。 

接続コンテキスト宣言には次の構文を使用します。

#sql <modifiers> context context_classname with (var1=value1,..., varN=valueN);

注意注意注意注意 : SQLJの implements句は、Javaの implements句に対応して
います。
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SQLJ宣言の概要
次の例では、名前指定イテレータの宣言に with句を使用しています。

#sql public context MyContext with (typeMap="MyPack.MyClass");

MyContextクラスを宣言すると、typeMap属性が定義されます。この属性は、String型
の public static finalで、"MyPack.MyClass"の値に初期化されます。 この値は、
MyContextクラスのインスタンス上で実行した文に対する SQLと Java型のマッピングを
提供する ListResourceBundle実装の完全修飾クラス名です。

もう 1つ例を示します。

#sql public iterator MyAsensitiveIter with (sensitivity=ASENSITIVE) 
     (String ename, int empno);

このように宣言すると、カーソル sensitivityが名前指定イテレータ・クラスの
ASENSITIVEに設定されます。（ただし、Oracle8iデータベースでは、sensitivityはサ
ポートされていません。）

implements句と with句の両方を使用した例を、次に示します。

#sql public context MyContext implements sqlj.runtime.Scrollable
     with (holdability=true) (String ename, int empno);

implements句は with句の前に置く必要があります。

このように宣言すると、インタフェース sqlj.runtime.Scrollableが実装され、カーソル
holdabilityが名前指定イテレータ・クラスに対して使用可能になります（ただし、現行
の Oracle8iデータベースでは、sensitivityと同様に holdabilityを指定しても意味は
ありません）。

次のイテレータ宣言の標準定数は、Oracle SQLJではサポートされません。 一般的にはカー
ソル状態を指定します。次のような特定の値のみを指定できます。

� sensitivity (SENSITIVE/ASENSITIVE/INSENSITIVE)

� holdability (true/false)

� returnability (true/false)

� updateColumns（列名のカンマ区切りリストを含む Stringリテラル）

updateColumnsを指定する with句を持つイテレータ宣言には、
sqlj.runtime.ForUpdateインタフェースを指定する implements句も含める必要があ
ります。

Oracle SQLJでは、接続コンテキスト宣言について、次の標準定数をサポートしています。

� typeMap（型マップ・プロパティ・リソース名を定義する Stringリテラル）

� dataSource（InitialContextで DataSourceを検索する名前を定義する String
リテラル）
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SQLJ実行文の概要
次の接続コンテキスト宣言の標準定数は、Oracle SQLJではサポートされません。

�  path（型マップ・プロパティ・リソース名を定義する Stringリテラル）

� transformGroup（SQL型に適用する SQL変換グループ名を定義する Stringリテラ
ル）

SQLJ実行文の概要実行文の概要実行文の概要実行文の概要
SQLJ実行文は #sqlトークンで開始し、その後に SQLJ句を続けます。SQLJ句には、Java
コードで SQL実行文を記述します。その場合、指定された標準に従った構文を使用します。
SQLJ実行文の埋込み SQL操作は、DML、DDL、トランザクション制御など、使用する
JDBCドライバでサポートされている SQL操作になります。 

SQLJ実行文の規則実行文の規則実行文の規則実行文の規則
SQLJ実行文には次の規則があります。

� Javaコードでは、Javaブロック文が許可される場合は常に、SQLJ実行文も許可されま
す。つまり、メソッド定義や静的な初期化ブロック内では許可されています。

� 埋込み SQL操作は、中カッコ {...}で囲む必要があります。

注意注意注意注意 : 事前に定義された標準 SQLJ定数は、with句に定義できますが、
この定数すべてが現行の Oracle8iデータベースまたは Oracle SQLJランタ
イムでサポートされるわけではありません。 Oracle8iデータベースでは、
前述の例のような標準定数以外の定数を定義できますが、他の SQLJ実装
に移植できない可能性があります。また、-warn=portableフラグが使
用可能になっている場合は、警告が生成されます。 （このフラグの詳細は、
8-40ページの「トランスレータからの警告（-warn）」を参照してくださ
い。）
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SQLJ実行文の概要
SQLJ句句句句
#sqlトークンの後に続く SQLJ 句は、文の実行可能な部分です。この句は、中カッコで囲
まれた埋込み SQLで構成されます。必要に応じて、2番目の例の resultのように、Java 
結果式が前に置かれます。

#sql { SQL operation };   // For a statement with no output, like INSERT
...
#sql result = { SQL operation };   // For a statement with output, like SELECT

1番目の例のように結果式のないものは、ステートメント句と呼ばれます。2番目の例のよ
うに結果式のあるものは、代入句と呼ばれます。

結果式には、ストアド・ファンクションの戻り値が代入される単純な変数から、複数行
SELECTからの複数列のデータが代入されるイテレータまで、任意のものを使用できます。 

SQLJ文の SQL操作には、標準の SQL構文のみを使用するか、SQLJ固有の構文を持つ句を
使用できます（表 3-1および表 3-2を参照）。 

サポートされている SQLJステートメント句を表 3-1に、サポートされている SQLJ代入句
を表 3-2に示します。それぞれの句の使用方法の詳細は、「参照先」に記載されているページ
またはマニュアルを参照してださい。表 3-1の最後に挙げた 2つの項目は、SQLJ固有の構文
ではなく、標準の SQL構文または Oracle PL/SQL構文を使用するステートメント句の一般
カテゴリの項目です。 

注意注意注意注意 : 

� SQL操作の終了を示す符号としてはセミコロンを使用しないでくださ
い。パーサーが操作の終了を認識するのは、SQLJ句の内部に右中
カッコが現れた場合です。

� SQLJ実行文の中カッコに囲まれた部分はすべて SQL構文として扱わ
れ、SQL規則に従います。ただし、Javaホスト式の場合は例外です。
（ホスト式については 3-13ページの「Javaホスト式、コンテキスト式
および結果式」で説明します。）

� SQL操作の検証では、SELECT、UPDATE、INSERT、DELETEなどの
DML操作のみが対象となります。その場合、データベース接続を使
用して、SQLJトランスレータによって構文とセマンティクスが解析
されます。CREATE...、ALTER...などの DDL操作、COMMIT、
ROLLBACKなどのトランザクション制御操作、または SQL操作につ
いては解析されません。
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SQLJ実行文の概要
表表表表 3-1 SQLJステートメント句ステートメント句ステートメント句ステートメント句 

カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ 機能機能機能機能 参照先参照先参照先参照先

SELECT INTO句 Javaホスト式にデータを
取り込みます。

3-27ページの「単一行の問合せ結果 : 
SELECT INTO文」

FETCH句 位置指定イテレータから
データをフェッチします。

3-38ページの「位置指定イテレータの使
用」

COMMIT句 データベースへの変更をコ
ミットします。

4-28ページの「手動 COMMITまたは
ROLLBACKの使用方法」

ROLLBACK句 データベースへの変更を取
り消します。

4-28ページの「手動 COMMITまたは
ROLLBACKの使用方法」

SET TRANSACTION句 アクセス・モードや分離レ
ベルなど、詳細トランザク
ション制御を使用します。

7-28ページの「詳細なトランザクション
制御」

プロシージャ句 ストアド・プロシージャを
コールします。

3-50ページの「ストアド・プロシージャ
のコール」

代入句 Javaホスト式に値を代入
します。

3-48ページの「代入文（SET）」

SQL句 次に示した標準の SQL構
文および機能を使用しま
す。（SELECT、UPDATE、
INSERT、DELETE）

『Oracle8i SQLリファレンス』

PL/SQLブロック SQLJ文内部の
BEGIN...END無名ブロッ
ク

3-12ページの「実行文の PL/SQLブロッ
ク」

『PL/SQLユーザーズ・ガイドおよびリ
ファレンス』

表表表表 3-2 SQLJ代入句代入句代入句代入句 

カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ 機能機能機能機能 参照先参照先参照先参照先

問合せ句 SQLJイテレータにデータ
を取り込みます。

3-29ページの「複数行の問合せ結果 : 
SQLJイテレータ」

ファンクション句 ストアド・ファンクション
をコールします。

3-51ページの「ストアド・ファンクショ
ンのコール」

イテレータ変換句 JDBC結果セットを SQLJ
イテレータに変換します。

7-36ページの「結果セットから名前指定
イテレータまたは位置指定イテレータへの
変換」
基本的な言語機能  3-9



SQLJ実行文の概要
接続接続接続接続コンテキスト・インスタンコンテキスト・インスタンコンテキスト・インスタンコンテキスト・インスタンスと実行スと実行スと実行スと実行コンテキスト・インスタンコンテキスト・インスタンコンテキスト・インスタンコンテキスト・インスタンスの指定スの指定スの指定スの指定
複数のデータベース接続が定義されているときに、実行文に特定の接続コンテキスト・イン
スタンスを指定する場合は、次の構文を使用します。

#sql [conn_context_instance] { SQL operation };

接続コンテキスト・インスタンスの詳細は、4-8ページの「接続の際の考慮事項」を参照し
てください。

1つ以上の実行コンテキスト・インスタンスを定義し、実行文にその 1つを指定する場合は、
次の構文を使用します。これは接続コンテキスト・インスタンスを指定する場合の構文に似
ています。

#sql [exec_context_instance] { SQL operation };

実行コンテキスト・インスタンスを使用して、SQLJ実行文の SQL操作の実行状態や実行制
御を定義できます。（ただし、この定義は高度な手順です。）たとえば、同一の接続で複数の
操作が行われるマルチスレッド状況で、実行コンテキスト・インスタンスを使用できます。 
詳細は、7-14ページの「実行コンテキスト」を参照してください。

また、接続コンテキスト・インスタンスと実行コンテキスト・インスタンスの両方を指定す
ることも可能です。

#sql [conn_context_instance, exec_context_instance] { SQL operation };

注意注意注意注意 : SQLJ文は、その文の本体を構成する句と同じ名前になります。
たとえば、#sqlの後に SELECT INTO句が続く実行文は、SELECT INTO
文になります。

注意注意注意注意 : 

� 接続コンテキスト・インスタンスと実行コンテキスト・インスタンス
は大カッコで囲みます。これらは構文の一部になります。

� 接続コンテキスト・インスタンスと実行コンテキスト・インスタンス
の両方を指定する場合は、接続コンテキスト・インスタンスを先にす
る必要があります。
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SQLJ実行文の概要
実行文の例実行文の例実行文の例実行文の例
ここでは、基本的な SQLJ実行文の例を示します。より複雑な文については、後で説明しま
す。

基本的な基本的な基本的な基本的な INSERT
次の例は、基本的な INSERTです。ステートメント句は、SQLJ固有の構文を必要としませ
ん。

標準の EMP表を想定します。この表にはサブセットが設定されているものとします。

CREATE TABLE EMP (
   ENAME VARCHAR2(10),
   SAL NUMBER(7,2) );

標準 SQL構文の SQLJ実行文を使用し、EMP表に新しい従業員 Joeを挿入し、名前と給料を
指定します。

#sql { INSERT INTO emp (ename, sal) VALUES ('Joe', 43000) };

接続接続接続接続コンテキスト・インスタンコンテキスト・インスタンコンテキスト・インスタンコンテキスト・インスタンスまたは実行スまたは実行スまたは実行スまたは実行コンテキスト・インスタンコンテキスト・インスタンコンテキスト・インスタンコンテキスト・インスタンスススス
を指定する基本的なを指定する基本的なを指定する基本的なを指定する基本的な INSERT
次の例では、接続コンテキスト・インスタンスとして、デフォルトの
sqlj.runtime.ref.DefaultContextのインスタンスまたは接続コンテキスト宣言で宣
言したクラスのインスタンスである ctxを使用しています。また、実行コンテキスト・イン
スタンスとしては、execctxを使用しています。

#sql [ctx] { INSERT INTO emp (ename, sal) VALUES ('Joe', 43000) };

#sql [execctx] { INSERT INTO emp (ename, sal) VALUES ('Joe', 43000) };

#sql [ctx, execctx] { INSERT INTO emp (ename, sal) VALUES ('Joe', 43000) };

単純な単純な単純な単純な SQLJメソッドメソッドメソッドメソッド
この例は、SQLJコードを使用した単純なメソッドを示し、SQLJ文と Java文の関係および
コード中での場所を表しています。この SQLJ文は、Oracle SQLでサポートされている標準
の INSERT INTO table VALUES構文を使用しています。また、この文では、コロン（:）
でマークされた Javaホスト式を使用して値を定義しています。（ホスト式は、Javaコードと
SQL命令の間でのデータの受渡しに使用されます。 詳細は、3-13ページの「Javaホスト式、
コンテキスト式および結果式」を参照してください。）
基本的な言語機能  3-11



SQLJ実行文の概要
public static void writeSalesData (int[] itemNums, String[] itemNames)
       throws SQLException
{
  for (int i =0; i < itemNums.length; i++)
    #sql { INSERT INTO sales VALUES(:(itemNums[i]), :(itemNames[i]), SYSDATE) };
}

実行文の実行文の実行文の実行文の PL/SQLブロックブロックブロックブロック
PL/SQLブロックは、SQL操作と同様に、SQLJ実行文の中カッコ内で使用できます。次に
その例を示します。 

#sql {
   DECLARE
      n NUMBER;
   BEGIN
      n := 1;
      WHILE n <= 100 LOOP
         INSERT INTO emp (empno) VALUES(2000 + n);
         n := n + 1;
      END LOOP;
   END
};

この例では、新しい従業員を EMP表に挿入するループに入り、従業員番号の 2001～ 2100が
作成されます。（この例では、従業員番号以外のデータが後で埋められると想定していま
す。）

単純な PL/SQLブロックは、次のように 1行のコードでも完結します。

#sql { <DECLARE ...> BEGIN ... END };

注意注意注意注意 : 

� throws SQLExceptionを省略しないでください。 例外処理の詳細
は、4-22ページの「例外処理の基本」を参照してください。

� SQLJファンクション・コールでも VALUESトークンが使用されます
が、使用目的が異なります。
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Javaホスト式、コンテキスト式および結果式
Javaホスト式、コンテキスト式および結果式ホスト式、コンテキスト式および結果式ホスト式、コンテキスト式および結果式ホスト式、コンテキスト式および結果式
SQLJコードで使用される Java式のカテゴリには、ホスト式、コンテキスト式、結果式の 3
種類があります。 ここでは、最も頻繁に使用されるホスト式に重点を置いて説明します。

SQLJは、Javaコードと SQL操作の間の引数の受渡しにホスト式を使用します。これが、
Javaと SQLの間で情報を通信する方法です。ホスト式は、SQLJソース・コードの埋込み
SQL操作内に間隔をおいて配置されます。

Java識別子のみで構成される最も基本的なホスト式は、ホスト変数と呼ばれます。

コンテキスト式には、SQLJ文で使用される接続コンテキスト・インスタンスまたは実行コ
ンテキスト・インスタンスを指定します。 

結果式には、問合せ結果やファンクションの戻り値の出力変数を指定します。

（結果式および接続コンテキスト・インスタンスと実行コンテキスト・インスタンスの指定
については、3-7ページの「SQLJ実行文の概要」でも触れています。）

ホスト式の概要ホスト式の概要ホスト式の概要ホスト式の概要
有効な Java式はすべて、ホスト式として使用できます。最も単純なホスト式は、単一の
Java変数のみで構成されます。それ以外のホスト式には、 算術式、戻り値のある Javaメソッ
ド・コール、Javaクラス・フィールド値、配列要素、条件式（a ? b :c）、論理式および
ビット単位式があります。

ホスト変数として使用された Java識別子、またはホスト式で使用された Java識別子は、次
のいずれかを表します。

� ローカル変数

� 宣言したパラメータ

注意注意注意注意 : 

� セミコロンは、PL/SQL操作の終了を示す符号としては使用できない
ので、ENDの後に付けないようにしてください。パーサーがブロック
の終了を認識するのは、SQLJ句の内部に右中カッコが現れた場合で
す。

� PL/SQLは Oracle固有なので、PL/SQLを SQLJコードで使用すると、
他のプラットフォームへの移植性が失われます。

� 動的 SQLに JDBCを使用するかわりに、SQL文中に無名 PL/SQLブ
ロックを使用してもかまいません。 サンプルについては、12-64ページ
の「SQLJで PL/SQLを使用して動的 SQLを実装する : 
DynamicDemo.sqlj」を参照してください。
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Javaホスト式、コンテキスト式および結果式
� クラス・フィールド（myclass.myfieldなど）

� staticメソッド・コールまたはインスタンス・メソッド・コール

ホスト式で使用されたローカル変数は、他の Java変数を宣言できる場所で宣言できます。
フィールドは、スーパークラスから継承できます。 

SQLJ実行文がある Javaスコープ内で有効な Java変数は、SQL文のホスト式で使用できま
す。ただし、その Java変数の種類が SQLデータ型と変換可能であることが前提になります。 

ホスト式は、入力、出力または入出力のいずれにもなります。 

入力および出力操作中の Javaと SQL間のデータ変換の詳細は、5-2ページの「ホスト式で
の型サポート」を参照してください。 

基本的なホスト式の構文基本的なホスト式の構文基本的なホスト式の構文基本的なホスト式の構文
ホスト式の前にはコロンが付きます。使用するホスト式のモード（入力、出力または入出
力）がデフォルトでない場合は、コロンに続けて IN、OUTまたは INOUTを付け、その後に
ホスト式を置きます。これらはモード指定子と呼ばれます。ホスト式が INTOリストである
場合、またはホスト式が SET文中の代入式である場合は、デフォルトのモード指定子が
OUTになります。それ以外の場合は、デフォルトのモード指定子が INになります。（デフォ
ルトを使用するときでも、必要に応じてモード指定子を挿入できます。）

OUTまたは INOUTホスト式はすべて、代入可能（左辺値）であることが必要です。（つま
り、論理的に等号の左辺に出現できるものにします。）

ホスト式を取り巻く SQLコードには、任意のベンダー固有 SQL構文を使用できます。この
ため、SQL操作の解析およびホスト式の判断を行うときに、構文を想定できません。不明確
にならないよう、単純なホスト変数ではないホスト式、つまりドットで区切られていない
Java識別子より複雑なホスト式は、カッコで囲んでください。

基本的な構文を要約すると次のようになります。

� モード指定子のない単純なホスト変数の場合は、次の例のように、コロンの後にホスト
変数を置きます。

:hostvar

� モード指定子付きの単純なホスト変数の場合は、次の例のように、コロンの後にモード
指定子を付け、続けて空白（スペース、タブ、改行またはコメント）を挿入してからホ
スト変数を指定します。

:INOUT hostvar

モード指定子と変数名を区別するために、空白が必要です。 
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Javaホスト式、コンテキスト式および結果式
� その他のホスト式の場合は、次の例のように、式をカッコで囲んでモード指定子の後に
置きます。モード指定子がない場合はコロンの後に置きます。

:IN(hostvar1+hostvar2)
:(hostvar3*hostvar4)
:(index--)

この例では、カッコをセパレータとしているので、モード指定子の後に空白を置く必要
はありませんが、置くことも可能です。

次の例のように、式が左カッコで始まる場合でも、全体を囲む左カッコがもう 1つ必要
です。

:((x+y).z)
:(((y)x).myOutput())

同じ SQLJ文中に単純なホスト変数が複数回現れる場合を、次に示します（出力とは、OUT
または INOUT変数のことです）。

� ホスト変数を入力変数としてのみ使用する場合は、制約や煩雑な操作は伴いません。

� PL/SQLブロック内にホスト変数が少なくとも 1回現れた場合、トランスレータの
-warn=portabilityフラグが設定されていると、移植性に関する警告が出されます。
こうした状況では、各ベンダーの SQLJランタイムは、それぞれ固有の動作をします。
Oracleの SQLJランタイムの場合、ホスト変数が出現するたびに値構文が使用されます
（参照セマンティクスと対照）。

注意注意注意注意 : 

� コロンやモード指定子の後には、どんな場合にも空白を挿入できま
す。空白が許される場合はどこでも、コメントを挿入できます。SQL
コメントは、コロンとモード指定子の間、コロンとホスト式の間
（モード指定子のない場合）、またはモード指定子とホスト式の間に挿
入できます。これらのコメントはすべて、SQLのネームスペースに入
ります。また、ホスト式の中にカッコで囲んで Javaコメントを挿入
することも可能です。これは Javaのネームスペースになります。

� ホスト変数およびホスト式に使用される IN、OUTおよび INOUT構文
には、大文字と小文字の区別がありません。これらのトークンには、
大文字、小文字またはその両方使用できます。

� SQLJホスト式の IN、OUTおよび INOUT構文は、PL/SQL宣言に使用
する構文と似ていますが、混同しないようにしてください。この
PL/SQL宣言の構文は、PL/SQLストアド・ファンクションおよびプ
ロシージャに渡されるパラメータのモードの指定に使用します。
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� ホスト変数が、ストアド・プロシージャ・コール、ストアド・ファンクション・コー
ル、SET文または INTOリスト中の出力変数として少なくとも 1回出現した場合、警告
は出力されません。こうした場合に SQLJランタイムでは値構文を使用し、それぞれに
対して共通の処理をします。 

単にホスト変数のみでなくホスト式も、SQLJ文中に複数回出現した場合は、値構文を使用
し、それぞれを完全に別個のものとして処理します。

 -warn=portabilityフラグの詳細は、8-40ページの「トランスレータからの警告
（-warn）」を参照してください。

Oracle SQLJランタイムによるホスト式の評価例は、3-19ページの「Java式の実行時評価の
例」を参照してください。

ホスト式の例ホスト式の例ホスト式の例ホスト式の例
次に、構文の説明を明確にするために、いくつかの例を挙げます。 （ここに挙げる例のいく
つかでは SELECT INTO文を使用していますが、この文については、3-27ページの「単一行
の問合せ結果 : SELECT INTO文」で詳しく説明します。）

1. この例では、2つの入力ホスト変数を、一方は WHERE句のテスト値として、もう一方は
データベースに送られる新しいデータを含むものとして使用しています。 

データベースの従業員表 EMPに、従業員名の列 ENAMEおよび従業員の給料の列 SALが
あることを想定します。

この例では、ホスト変数を定義する関連 Javaコードも示します。 

String empname = "SMITH";
double salary = 25000.0;
...
#sql { UPDATE emp SET sal = :salary WHERE ename = :empname };

INはデフォルトですが、明示的に示すことも可能です。

#sql { UPDATE emp SET sal = :IN salary WHERE ename = :IN empname };

見てわかるように、INトークンを使用しない場合は、「:」のすぐ後ろに変数を置けるの
に対し、「:IN」の場合はすぐ後ろに空白を置き、その後にホスト変数を置く必要があり
ます。

2. この例では、SELECT INTO文で出力ホスト変数を使用し、従業員番号が 28959の従業
員名を検索します。

String empname;
...
#sql { SELECT ename INTO :empname FROM emp WHERE empno = 28959 };
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OUTは INTOリストのデフォルトですが、明示的に示すことも可能です。

#sql { SELECT ename INTO :OUT empname FROM emp WHERE empno = 28959 };

この例では、EMP表の EMPNO列で従業員番号 28959を検索し、その行の ename列から
名前を選択し、それを empnameホスト変数に出力します。この場合、Java文字列で出
力されます。

3. この例では、入力ホスト式として算術式を使用しています。Java変数の balanceと
minPmtRatioが乗算されます。その結果は、口座番号 537845について creditacct
表の minPayment列を更新する際に使用されます。

float balance = 12500.0;
float minPmtRatio = 0.05;
...
#sql { UPDATE creditacct SET minPayment = :(balance * minPmtRatio) 
       WHERE acctnum = 537845 };

INトークンを使用すると次のようになります。

#sql { UPDATE creditacct SET minPayment = :IN (balance * minPmtRatio) 
       WHERE acctnum = 537845 };

4. この例では、入力ホスト式としてメソッド・コールの出力を使用し、さらに入力ホスト
変数も使用しています。この文では、getNewSal()からの戻り値を使用して、Java変
数 enameで指定された従業員（ENAME列）について、EMP表の SAL列を更新します。
ホスト変数に初期値を設定する Javaコードも示されています。

String empname = "SMITH";
double raise = 0.1;
...
#sql {UPDATE emp SET sal = :(getNewSal(raise, empname)) 
      WHERE ename = :empname};

結果式とコンテキスト式の概要結果式とコンテキスト式の概要結果式とコンテキスト式の概要結果式とコンテキスト式の概要
コンテキスト式は、SQLJ実行文で使用される接続コンテキスト・インスタンスまたは実行
コンテキスト・インスタンスの名前を指定する入力式です。式を評価し、そのような名前を
生成する Java式を使用できます。

結果式は、問合せ結果やファンクションの戻り値に使用する出力式です。代入可能、つまり
論理的に等号の左辺に置くことが可能な（左辺値ともいう）正当な Java式を使用できます。

次に示す例は、結果式とコンテキスト式のいずれにも使用できます。

� ローカル変数

� 宣言したパラメータ
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� クラス・フィールド（myclass.myfieldなど）

� 配列の要素

構文上、ホスト式は SQL領域（SQLJ実行文の中カッコ内）に置きますが、結果式とコンテ
キスト式は SQLJ領域に置きます。このため、結果式やコンテキストの前には、コロンを付
けないようにする必要があります。

Java式の実行時評価式の実行時評価式の実行時評価式の実行時評価
ここでは、アプリケーションの実行時の、Javaホスト式、接続コンテキスト式、実行コンテ
キスト式および結果式の評価について説明します。

これらの式をすべて使用する、単純化された SQLJ実行文を次に示します。

#sql [connctxt_exp, execctxt_exp] result_exp = { SQL with host expression };

Java式には、次のような用途があります。

� 接続コンテキスト式（オプション。使用する接続コンテキスト・インスタンスの指定の
ために評価されます。）

� 実行コンテキスト式（オプション。使用する実行コンテキスト・インスタンスの指定の
ために評価されます。）

� 結果式（適切な場合。たとえば、ストアド・ファンクションから結果を受け取るときな
ど。）

� ホスト式

Java式の評価は、SQLエンジンではなく Javaで評価が行われるため、Javaプログラムに副
作用をもたらします。また、式のいずれかに副作用がある場合は、式の評価の順序が重大な
結果をもたらすことがあります。

次に、実行時に実行される文に対する Java式の評価、実行および代入の順序の概要を示し
ます。 

1. 接続コンテキスト式がある場合は、他の Java式が評価される前に、即座に評価されま
す。

2. 実行コンテキスト式がある場合は、接続コンテキスト式の後で、結果式の前に評価され
ます。

3. 結果式がある場合は、コンテキスト式の後で、ホスト式の前に評価されます。

4. コンテキスト式や結果式の評価後に、ホスト式は、SQL操作での出現順に従って左から
右へ評価されます。各ホスト式が出現してそれが評価されると、その値が保存され SQL
に渡されます。

各ホスト式の評価は 1度のみです。

5. INおよび INOUTパラメータが SQLに渡され、SQL操作が実行されます。
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6. SQL操作の実行後、出力パラメータ、つまり Javaの OUTおよび INOUTホスト式に、
SQL操作の結果の出力内容が代入されます。このとき、出力パラメータが SQL操作で
出現する順序に従って、左から右に代入が行われます。

各出力ホスト式は 1度のみ代入されます。

7. 結果式がある場合は、最後の出力内容が代入されます。

Java式の評価順序に関する例および特別な考慮点については、3-19ページの「Java式の実
行時評価の例」を参照してください。

文中の式が評価された後、入力および入出力ホスト式が SQLに渡され、SQL操作が実行さ
れます。SQL操作の実行後、Javaの出力ホスト式、入出力ホスト式および結果式に対して、
次のように代入が行われます。

1) OUTおよび INOUTホスト式に対して、左から右に代入が行われます。
2) 結果式がある場合は、最後に結果式に対して代入が行われます。

実行時には、同じ名前を共有するかどうか、または同じオブジェクトを参照するかどうかに
かかわらず、すべてのホスト式が別々の値として扱われます。それぞれの文の実行はリモー
ト・メソッドとして扱われ、各ホスト式は別々のパラメータとして使用されます。各入力ま
たは入出力パラメータは、その文に対して代入が行われる前に、最初の出現時に評価され渡
されます。また、各出力パラメータも別々のものとして扱われ、1度のみ代入が行われます。 

各ホスト式の評価が 1度のみであることにも注意してください。INOUT式は最初の出現時に
評価されます。代入が行われる際に式自体が再び評価されることも、副作用が繰り返される
こともありません。

ホスト式の評価順については、いくつかの事柄に焦点をあてて説明する必要があります。こ
の項の残りの部分では、それらの事柄について説明します。

Java式の実行時評価の例式の実行時評価の例式の実行時評価の例式の実行時評価の例
ここでは、アプリケーション実行時の Java式の評価方法について、いくつかの例を挙げて
説明します。 （例で使用している SELECT INTO文については 3-27ページの「単一行の問合
せ結果 : SELECT INTO文」で、代入文については 3-48ページの「代入文（SET）」で、スト
アド・プロシージャやストアド・ファンクションのコールについては 3-49ページの「ストア
ド・プロシージャおよびストアド・ファンクションのコール」で説明しています。）

注意注意注意注意 : PL/SQLブロック内のホスト式はすべて、ブロック内の文が実行
される前に、一度に評価されます。ホスト式は、ブロック内のコントロー
ル・フローにかかわらず、出現順に評価されます。
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評価の前に実行される前置演算子と評価の後に実行される後置演算子評価の前に実行される前置演算子と評価の後に実行される後置演算子評価の前に実行される前置演算子と評価の後に実行される後置演算子評価の前に実行される前置演算子と評価の後に実行される後置演算子
Java式に Javaの後置の増分演算子または減分演算子が含まれる場合、式が評価された後に、
増分または減分が行われます。同様に、Java式に Javaの前置の増分演算子または減分演算
子が含まれる場合、式が評価される前に、増分または減分が行われます。

この動作は、標準の Javaコードでのこれらの演算子の処理方法と同じです。 

次に示す例で確認してください。

例 1:  後置演算子

int indx = 1;
...
#sql { ... :OUT (array[indx]) ... :IN (indx++) ... };

この例では、式が次のように評価されます。

#sql { ... :OUT (array[1]) ... :IN (1) ... };

変数 indxは 2に増分され、:IN (indx++) が評価された後で次に出現するときはこ
の値になります。 

例 2:  後置演算子

int indx = 1;
...
#sql { ... :OUT (array[indx++]) ... :IN (indx++) ... };

この例では、式が次のように評価されます。

#sql { ... :OUT (array[1]) ... :IN (2) ... };

変数 indxは、最初の式が評価された後、2番目の式が評価される前に、2に増分され
ます。この変数は、2番目の式が評価されると 3に増分され、次に出現するときはこの
値になります。

例 3:  前置演算子および後置演算子

int indx = 1;
...
#sql { ... :OUT (array[++indx]) ... :IN (indx++) ... };

この例では、式が次のように評価されます。

#sql { ... :OUT (array[2]) ... :IN (2) ... };

変数 indxは、最初の式が評価される前に、2に増分されます。この変数は、2番目の
式が評価されると 3に増分され、次に出現するときはこの値になります。
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例 4:  後置演算子

int grade = 0;
int count1 = 0;
...
#sql { SELECT count INTO :count1 FROM staff
       WHERE grade = :(grade++) OR grade = :grade };

この例では、式が次のように評価されます。

#sql { SELECT count INTO :count1 FROM staff
       WHERE grade = 0 OR grade = 1 };

変数 gradeは、:(grade++)が評価された後 1に増分され、:gradeが評価されると
きにはこの値になります。

例 5:  後置演算子

int count = 1;
int[] x = new int[10];
int[] y = new int[10];
int[] z = new int[10];
...
#sql { SET :(z[count++]) = :(x[count++]) + :(y[count++]) };

この例では、式が次のように評価されます。

#sql { SET :(z[1]) = :(x[2]) + :(y[3]) };

変数 countは、最初の式が評価された後、2番目の式が評価される前に、2に増分され
ます。また、2番目の式が評価された後、3番目の式が評価される前に 3に増分されま
す。3番目の式が評価されると 4に増分され、次に出現するときにはこの値になります。

例 6:  後置演算子

int[] arr = {3, 4, 5};
int i = 0;
...
#sql { BEGIN
         :OUT (arr[i++]) := :(arr[i]);
       END };

この例では、式が次のように評価されます。

#sql { BEGIN
         :OUT (a[0]) := :(a[1]);
       END };
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変数 iは、最初の式が評価された後、2番目の式が評価される前に、1に増分されます。
このため、出力が arr[0]に代入されます。つまり、arr[0]に arr[1]の値、つまり
4が代入されます。この文の実行後、配列 arrの値は {4, 4, 5}になります。

評価の順序に影響を与えない評価の順序に影響を与えない評価の順序に影響を与えない評価の順序に影響を与えない IN、、、、INOUT、、、、OUT
ホスト式は左から右に評価されます。式が IN、INOUTまたは OUTのいずれであるかは、評
価の順序に影響しません。評価の順序を決めるのは、式が置かれる位置です。

例 7:  IN、INOUT、OUTの比較

int[5] arry;
int n = 0;
...
#sql { SET :OUT (arry[n]) = :(++n) };

この例では、式が次のように評価されます。

#sql { SET :OUT (arry[0]) = 1 };

入力式が出力式の前に評価されることはありません。:OUT (arry[n])は、最左端に
あるため最初に評価されます。次に、nは前置演算子で操作されるため、++nの評価の
前に増分されます。次に、++nが 1と評価されます。結果は arry[1]ではなく
arry[0]に代入されます。これは、n が最初に出現したときの値が 0であったためで
す。

文の実行前に評価される、文の実行前に評価される、文の実行前に評価される、文の実行前に評価される、PL/SQLブロック内の式ブロック内の式ブロック内の式ブロック内の式
PL/SQLブロック内のホスト式はすべて、いずれかが実行される前に、一度に評価されま
す。

例 8:  PL/SQLブロック内の式の評価

int x=3;
int z=5;
...
#sql { BEGIN :OUT x := 10; :OUT z := :x; END };
System.out.println("x=" + x + ", z=" + z);

この例では、式が次のように評価されます。

#sql { BEGIN :OUT x := 10; :OUT z := 3; END };

このため、出力は「x=10, z=3」となります。

PL/SQLブロック内の式はすべて、いずれかが実行される前に評価されます。この例で
は、2番目の文のホスト式、つまり :OUT z および :xが、最初の文が実行される前に
評価されます。2番目の文が評価されるのは、xが元の値の 3である場合で、式が評価
された後にこの xに値 10が代入されます。 
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例 9:  PL/SQLブロック内の式の評価（後置演算子がある場合）

ここでは、PL/SQLブロック内で式が評価される方法について、例を挙げて説明しま
す。

int x=1, y=4, z=3;
...
#sql { BEGIN
         :OUT x := :(y++) + 1;
         :OUT z := :x;
       END };

この例では、式が次のように評価されます。

#sql { BEGIN
          :OUT x := 4 + 1;
          :OUT z := 1;
       END };

後置増分演算子は、:(y++)が評価された後に実行されます。このため、式は yの初期
値である 4と評価されます。2番目の文である :OUT z := :xは、最初の文が実行さ
れる前に評価されます。このため、xは初期化された値 1のままになります。このブ
ロックの実行後、xの値が 5に、zの値が 1になります。

例 10:  1つのブロック内の文と個別の SQLJ実行文

ここでは、1つの SQLJ実行文の PL/SQLブロックに出現する 2つの文と、個別の（連
続した）SQLJ実行文に出現する同じ 2つの文との違いについて説明します。

まず、PL/SQLブロック内に 2つの文がある場合を考えます。

int y=1;
...
#sql { BEGIN :OUT y := :y + 1; :OUT x := :y + 1; END };

この例では、式が次のように評価されます。

#sql { BEGIN :OUT y := 1 + 1; :OUT x := 1 + 1; END };

2番目の文の :yは、いずれかの文が実行される前に評価されます。このため、yは最初
の文からその出力をまだ受け取っていません。このブロックの実行後、xと yの両方の
値が 2になります。

次に、個別の SQLJ実行文の PL/SQLブロック内に、前の例と同じ 2つの文がある場合
を考えます。

int y=1;
#sql { BEGIN :OUT y := :y + 1; END };
#sql { BEGIN :OUT x := :y + 1; END };
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最初の文は次のように評価されます。

#sql { BEGIN :OUT y := 1 + 1; END };

この式が実行された後で、yに値 2が代入されます。

最初の文の実行後、2番目の文が次のように評価されます。

#sql { BEGIN :OUT x := 2 + 1; END };

この場合、前述の PL/SQLブロックの例とは異なり、前の文の実行により yはすでに
値 2を受け取っています。このため、2番目の文の実行後、xに値 3が代入されます。 

常に常に常に常に 1度のみ評価される度のみ評価される度のみ評価される度のみ評価される PL/SQLブロック内の文ブロック内の文ブロック内の文ブロック内の文
ホスト式の評価は、プログラム・フローやプログラム・ロジックにかかわらず、1度のみで
す。

例 11:  ループでのホスト式の評価

int count = 0;
...
#sql {
   DECLARE
      n NUMBER
   BEGIN
      n := 1;
      WHILE n <= 100 LOOP
         :IN (count++);
         n := n + 1;
      END LOOP;
   END
};

Java変数 countが SQLに渡されるときの値は 0になります。これは、この変数が前置
演算子ではなく後置演算子で操作されるためです。その後、値は 1に増分され、この
PL/SQLブロックの実行中はその値を維持します。この変数は、SQLJ実行文の解析時
に 1度のみ評価され、SQLの実行前に値 1で置き換えられます。

例 12:  条件ブロック内のホスト式の評価

この例では、プログラム・フローに左右されずに式が評価される方法について説明しま
す。ブロックの実行では、IF...THEN...ELSE構文の 1つの分岐のみが実行可能で
す。ただし、ブロックの実行前に、そのブロック内のすべての式が文の出現順序に従っ
て評価されます。
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int x;
...
(operations on x)
...
#sql {
   DECLARE
      n NUMBER
   BEGIN
      n := :x;
      IF n < 10 THEN
         n := :(x++);
      ELSE
         n := :x * :x;
      END LOOP;
   END
};

xに対して実行された操作の結果、xの値が 15になったとします。PL/SQLブロックの
実行時には、ELSE分岐は実行されますが IFブランチは実行されません。ただし、
PL/SQLブロック内の式はすべて、プログラム・ロジックやプログラム・フローにかか
わらず、実行前に評価されます。このため、x++が評価されてから xが増分され、次に
それぞれの xが (x * x)式で評価されます。このため、IF...THEN...ELSE ブロッ
クは次のように評価されます。

IF n < 10 THEN
   n := 15;
ELSE
   n := :16 * :16;
END LOOP;

xの初期値が 15として、このブロックの実行後 nの値が 256になります。

結果式の前に左から右へ代入が行われる出力ホスト式結果式の前に左から右へ代入が行われる出力ホスト式結果式の前に左から右へ代入が行われる出力ホスト式結果式の前に左から右へ代入が行われる出力ホスト式
前述のように、OUTおよび INOUTホスト式がその出現順に従って左から右に代入され、結
果式がある場合は最後に代入されます。同じ変数に対して複数回代入が行われた場合は、こ
の順序に従って、最後に代入された内容で上書きされます。

注意注意注意注意 : 例のいくつかでは、ストアド・プロシージャおよびストアド・
ファンクションのコールを使用しています。これらの構文については、
3-49ページの「ストアド・プロシージャおよびストアド・ファンクション
のコール」で説明します。
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例 13:  同じ変数を参照する複数の出力ホスト式

#sql { CALL foo(:OUT x, :OUT x) };

foo()が、値 2および 3を出力する場合、SQLJ実行文の実行が終了すると、xの値は
3になります。右端の代入が最後に行われるため、その値が優先されます。

例 14:  同じオブジェクトを参照する複数の出力ホスト式

MyClass x = new MyClass();
MyClass y = x;
...
#sql { ... :OUT (x.field):=1 ... :OUT (y.field):=2 ... };

SQLJ実行文の実行後、x.fieldの値は、1ではなく 2になります。これは、xが yと
同じオブジェクトであり、fieldにまず値 1が代入された後、値 2が代入されたためで
す。

例 15:  ホスト式の代入に優先される結果の代入

この例は、ファンクションの出力結果が結果式に代入される場合と、結果が OUTホスト
式に代入される場合の相違を示します。

次に、入力パラメータを invar、出力パラメータを outvarおよび戻り値としたファ
ンクションを想定します。

CREATE FUNCTION fn(invar NUMBER, outvar OUT NUMBER)
   RETURN NUMBER AS BEGIN
      outvar := invar + invar;
      return (invar * invar);
   END fn;

次に、ファンクションの出力結果が結果式に代入される例を考えてみます。

int x = 3;
#sql x = { VALUES(fn(:x, :OUT x)) };

このファンクションは、入力パラメータとして 3をとり、出力パラメータとして 6を代
入し、また戻り値として 9を戻します。実行後、まず :OUT xに対して代入が行われ、
xの値が 6になります。しかし、最後には結果式に代入が行われ、xに代入されていた
値 6が、戻り値の 9で上書きされます。このため、xが次に出現するとき、その値は 9
になります。 

次の例では、ファンクションの出力結果が、結果式ではなく OUTホスト変数に代入され
ます。

int x = 3;
#sql { BEGIN :OUT x := fn(:x, :OUT x); END };
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この場合は結果式がなく、OUT変数は単純に左から右へ代入されます。実行後、数式の
左側にある最初の :OUT xに代入が行われ、xの値がファンクション戻り値の 9になり
ます。ただし、左から右へ代入が進むと、数式の右側にある 2番目の :OUT xに最後の
代入が行われ、xが出力値の 6になります。xにすでに代入されていた値 9は、値 6で
上書きされます。このため、xが次に出現するとき、その値は 6になります。

ホスト式の制限事項ホスト式の制限事項ホスト式の制限事項ホスト式の制限事項
ホスト式で「in」、「out」および「inout」を識別子として使用する場合は、必ずカッコで囲
みます。カッコで囲まないと、モード指定子と間違われる可能性があります。ホスト式の識
別子には、大文字と小文字との区別がありません。 

たとえば、「in」という入力ホスト変数を次のように指定したとします。

:(in)

または、次のように指定します。

:IN(in)

単一行の問合せ結果単一行の問合せ結果単一行の問合せ結果単一行の問合せ結果 : SELECT INTO文文文文
データベースからの戻り値がデータ 1行のみの場合、SQLJでは、選択項目を SQL構文内の
Javaホスト式に直接代入できます。これは、SELECT INTO文を使用して行います。構文は
次のようになります。

#sql { SELECT expression1,..., expressionN  INTO :host_exp1,..., :host_expN  
       FROM datasource <optional clauses> };

上の構文を詳しく説明すると次のようになります。

� expression1から expressionNまでは、データベースから選択するデータを指定す
る式です。すべての SELECT文に有効な式を使用します。この式のリストは、SELECT
リストと呼ばれます。

注意注意注意注意 : ここでは、ホスト式の評価方法の概念を説明するために、通常で
は使用しない例をいくつか示しています。実際のコードでは、1つの文ま
たは PL/SQLブロック内で、OUTまたは INOUTホスト式と、INホスト式
とに同じ変数を使用することはお薦めしません。このように記述した場合
の動作は、Oracle SQLJでは正しく定義されていますが、SQLJ仕様では扱
われていません。このため、この方法で記述されたコードは移植できませ
ん。セマンティクス・チェックの際に portableフラグに設定されている
と、このようなコードに対して Oracle SQLJトランスレータからの警告が
生成されます。
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単純な場合は、データベース表の列名になります。

SELECTリストにはホスト式も記述できます（後述の例を参照）。 

� host_exp1から host_expNまでは、変数や配列索引などのターゲット・ホスト式で
す。このホスト式のリストは、INTOリストと呼ばれます。

� datasourceは、データを選択するデータベースの表、ビューまたはスナップショット
の名前です。 

� optional clausesは、WHERE句など、SELECT文に追加する任意の句です。

SELECT INTO文の戻り値は、必ず１行のデータのみとします。それ以外の場合は、実行時
にエラーが発生します。

デフォルトでは、INTOリストのホスト式は OUTですが、これを明示的に指定することも可
能です。 

#sql { SELECT column_name1, column_name2  INTO :OUT host_exp1, :OUT host_exp2  
       FROM table WHERE condition };

INTOリストで INまたは INOUT トークンを使用すると、トランスレーション時にエラーが
発生します。

SELECT INTO文の例文の例文の例文の例
標準の EMP表のサブセットを使用した例を、次に示します。

CREATE TABLE EMP (
   EMPNO NUMBER(4),
   ENAME VARCHAR2(10),
   HIREDATE DATE );

最初に、INTOリストにホスト式 1つを使用した SELECT INTO文の例を示します。

String empname;
#sql { SELECT ename INTO :enpname FROM emp WHERE empno=28959 };

注意注意注意注意 : 

� expression1から expressionN、datasourceおよびオプション
の句で使用できる構文は、SQL SELECT文の場合と同じです。Oracle 
SQLで使用可能な構文などの詳細は、『Oracle8i SQLリファレンス』
を参照してください。

� 任意の数の SELECTリスト項目および INTOリスト項目を使用できま
す。ただし、SELECTリスト項目ごとに、互換性のある型の INTOリ
スト項目を使用するようにします。 
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次に、INTOリストに複数のホスト式を使用した SELECT INTO文の例を示します。

String empname;
Date hdate;
#sql { SELECT ename, hiredate INTO :empname, :hdate FROM emp 
       WHERE empno=28959 };

SELECTリストにホスト式を使用する例リストにホスト式を使用する例リストにホスト式を使用する例リストにホスト式を使用する例
INTOリストと同様に、SELECTリストにも Javaホスト式を使用できます。 

たとえば、1つのホスト式から他のホスト式に直接データを取込むことも可能です。（ただ
し、実際にこの処理を行うことはあまりありません。）

...
#sql { SELECT :name1 INTO :name2 FROM emp WHERE empno=28959 };
...

次の例のように、選択されたデータに対して操作または連結を行う方がより現実的です。
（ここでは、必要に応じて Java変数がすでに宣言および代入されていることを前提としてい
ます。）

...
#sql { SELECT sal + :raise INTO :newsal FROM emp WHERE empno=28959 };
...

...
#sql { SELECT :(firstname + " ") || emp_last_name INTO :name FROM myemp 
       WHERE empno=28959 };
...

2番目の例では、MYEMPという表を想定します。この表は、標準の EMP表と類似しています
が、列名には ENAME列でなく EMP_LAST_NAME列を使用しています。この SELECT文で
は、Javaホスト式と Javaの文字列連結（+演算子）を使用して、firstnameを " "（空白 1
つ）と連結しています。この結果は SQLエンジンに渡されます。SQLエンジンは、SQLの
文字列連結（||演算子）を使用して、最後の名前に追加します。

複数行の問合せ結果複数行の問合せ結果複数行の問合せ結果複数行の問合せ結果 : SQLJイテレータイテレータイテレータイテレータ
多数の SQL操作のことを、複数行問合せといいます。SQLJで複数行問合せ結果を処理する
には、SQLJイテレータが必要です。これは厳密な型指定の JDBC結果セットで、基になる
データベース・カーソルと関連付けられています。最初に SQLJイテレータが使用され、
SELECT文からの問合せ結果を取得します。

Oracle SQLJでは、次の目的で SQLJイテレータと結果セットを使用できます。

� SQL実行文の OUTホスト変数として使用
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� SELECT INTO文などの INTOリストのターゲットとして使用

� ストアド・ファンクション・コールからの戻り型として使用

� イテレータ宣言の列型として使用（基本的にはネストされたイテレータ）

ストアド・ファンクション戻り値の使用方法の詳細は、ストアド・プロシージャおよびスト
アド・ファンクションの説明の後の 3-52ページの「ストアド・ファンクションの戻り値とし
てのイテレータおよび結果セットの使用」を参照してください。その他の使用方法について
は、この項で以降に説明します。

イテレータの詳細は、7-22ページの「イテレータ・クラスの実装と高度な機能」を参照して
ください。ここでは、イテレータ・クラスの実装方法、および JDBCとの連係動作やイテ
レータのサブクラス化などの高度な機能について説明します。

イテレータの概念イテレータの概念イテレータの概念イテレータの概念
イテレータ・オブジェクトを使用する前に、イテレータ・クラスを宣言する必要がありま
す。イテレータ宣言には、SQLJで生成される Javaクラスを指定し、このクラス属性には
データ列の型（および必要に応じて名前）を定義します。

SQLJイテレータ・オブジェクトは、そのように具体的に宣言されたイテレータ・クラスが
インスタンス化されたもので、事前定義された型の固定数の列を持ちます。これに対して、
JDBC結果セット・オブジェクトは、標準の java.sql.ResultSetのインスタンスで、原
則的には任意の型の列をいくつも持つことが可能です。

イテレータを宣言する際には、選択された列のデータ型のみを指定するか、選択された列の
データ型と名前の両方を指定します。

� 名前とデータ型を指定すると、名前指定イテレータ・クラスが定義されます。 

� データ型のみを指定すると、位置指定イテレータ・クラスが定義されます。

宣言するデータ型（および名前）により、そのクラスからインスタンス化するイテレータ・
オブジェクトへの問合せ結果の格納方法が決まります。イテレータ・オブジェクトに取り込
まれた SQLデータは、イテレータ宣言で指定された Java型に変換されます。 

問合せを行い、名前指定イテレータ・オブジェクトにその結果を取込む場合は、SELECT
フィールドの名前やデータ型が、イテレータの列名や列型と一致する必要があります（ただ
し、大文字と小文字の区別はありません）。SELECTフィールドはどんな順序でもかまいま
せんが、SELECTフィールドとイテレータ列とを同じに名前にすることは重要です。最も単
純な例では、データベース列とイテレータ列とを同じ名前にすることです。たとえば、デー

注意注意注意注意 : 前述の目的で SQLJイテレータを使用するには、そのクラスが
publicとして宣言されていることが必要です。クラス・レベルまたはネ
ストされたクラス・レベルで宣言したイテレータは、public staticと
して宣言することをお薦めします。
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タベース表の ENAME列からのデータの選択や、イテレータ ename列への取込みができるよ
うにしてください。また、データベースの列名とイテレータの列名とが異なる場合には、別
名を使用して列名どうしをマッピングできるようにする必要があります。より複雑な問合せ
では、2つの列の間で操作を実行し、その結果取得された列名が、対応するイテレータの列
名と同じになるように変更できることが重要です。 （今述べたイテレータ列名に関する 2つ
の事例については、3-36ページの「名前指定イテレータのインスタンス化と移入」を参照し
てください。）

SQLJイテレータは厳密に分類されているため、SQLJのセマンティクス・チェック・フェー
ズで、Javaの型チェックを実行できます。

ここで示す例は、次のように定義された表を前提とします。

CREATE TABLE EMPSAL (
   EMPNO NUMBER(4),
   ENAME VARCHAR2(10),
   OLDSAL NUMBER(10),
   RAISE NUMBER(10) );

この表を使用すると、名前指定イテレータを宣言して使用できます。

次のように宣言します。

#sql iterator SalNamedIter (int empno, String ename, float raise);

実行可能コードを示します。

class MyClass {
   void func() throws SQLException {
      ...
      SalNamedIter niter = null;
      #sql niter = { SELECT ename, empno, raise FROM empsal };
    
      ... process niter ...
   }
}

前述の例は、イテレータの列名と表の列名を同じにした場合の簡単な例です。名前指定イテ
レータを使用した場合は、データは位置でなく名前で照合されるので、SELECT文中にある
項目はどんな順序でもかまいません。

問合せを行い、位置指定イテレータ・オブジェクトにその結果を取込む場合は、列の選択順
に従ってデータが取り込まれます。データベース表から最初に選択された列のデータはイテ
レータの最初の列に、2番目に選択された列のデータはイテレータの 2番目の列に、順を
追って配置されます。表の列のデータ型は、イテレータ列のデータ型に変換可能である必要
がありますが、イテレータ列には名前がないため、データベース列はどんな名前でもかまい
ません。

前述の EMPSAL表では、次のように位置指定イテレータを宣言し、使用できます。
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次のように宣言します。

#sql iterator SalPosIter (int, String, float);

実行可能コードを示します。

class MyClass {
   void func() throws SQLException {
      ...
      SalPosIter piter = null;
      #sql piter = { SELECT empno, ename, raise FROM empsal };
    
      ... process piter ...
   }
}

表、イテレータおよび SELECT文では、データ項目の順序が同じになります。

名前指定イテレータと位置指定イテレータとでは処理が異なります。詳細は、3-37ページの
「名前指定イテレータへのアクセス」および 3-40ページの「位置指定イテレータへのアクセ
ス」を参照してください。

イテレータに関する注意事項イテレータに関する注意事項イテレータに関する注意事項イテレータに関する注意事項  前のコンセプトで述べたことの他に、イテレータ全般に関し
ては次のような注意事項に留意してください。

� イテレータにデータを取込む場合に、SELECT *構文を使用することはお薦めしませ
ん。位置指定イテレータにこの構文を使用する場合、表の列数とイテレータの列数が一
致し、列型も一致する必要があります。また、名前指定イテレータにこの構文を使用す
る場合は、表の列数をイテレータの列数と同じかそれより多くなるようにし、各イテ
レータ列の名前と型をデータベース表と同じにする必要があります。（トランスレータ
の -warn=nostrictフラグが設定されていないと、表の列数がイテレータの列数より
多い場合には、警告が出されます。 このフラグの詳細は、8-40ページの「トランスレー
タからの警告（-warn）」を参照してください。）

� 位置指定イテレータと名前指定イテレータは、互換性のない別々の Javaクラスです。あ
る種類のイテレータ・オブジェクトから別の種類のイテレータ・オブジェクトへのキャ
ストはできません。

� SQLカーソルとは異なり、イテレータ・インスタンスは（たとえばメソッド・パラメー
タとして受け渡すことが可能な）ファーストクラスの Javaオブジェクトで、publicや
privateなどの Javaクラス修飾子を使用して宣言できます。

� SQLJでは、SQLJイテレータと JDBC結果セットとの連係性および変換がサポートされ
ています。 詳細は、7-36ページの「SQLJイテレータと JDBC結果セットの連係動作」を
参照してください。

� イテレータを設定した SELECT文が実行された時点でのデータベースの状態のみによっ
て、そのイテレータの内容が決まります。それ以降に UPDATE、INSERT、DELETE、
COMMIT、ROLLBACKなどの操作を行っても、イテレータやその内容には反映されませ
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ん。 詳細は、4-29ページの「イテレータおよび結果セットに対するコミットおよびロー
ルバックの影響」を参照してください。（ただし、将来のリリースでは、更新可能イテ
レータと更新感知イテレータがサポートされる予定になっています。）

イテレータの使用手順イテレータの使用手順イテレータの使用手順イテレータの使用手順
どんな種類の SQLJイテレータを使用する場合にも、次に示した 5つの手順に従ってくださ
い。

1. SQLJ宣言を使用して、イテレータ・クラス、つまりイテレータの種類を定義します。

2. イテレータ・クラスの変数を宣言します。

3. SELECT文を使用した後、イテレータ変数に SQL問合せ結果を取り込みます。

4. イテレータの問合せ列にアクセスします。（後述のように、名前指定イテレータと位置
指定イテレータではアクセス方法が異なります。）

5. 問合せ結果の処理が終了した後、イテレータを閉じてそのリソースを解放します。

名前指定イテレータと位置指定イテレータとの相違点名前指定イテレータと位置指定イテレータとの相違点名前指定イテレータと位置指定イテレータとの相違点名前指定イテレータと位置指定イテレータとの相違点
名前指定イテレータと位置指定イテレータには、それぞれの利点があり、使用目的も異なり
ます。

名前指定イテレータは、より柔軟に使用できます。選択されたデータを名前指定イテレータ
に取込むときは、SELECTフィールドとイテレータ列との整合チェックは名前で判定される
ため、問合せの順序は判定基準にはなりません。この場合、データが誤った列に取り込まれ
ることがないため、エラーが少なくなります。SELECTフィールドとイテレータ列の名前が
同じでないときは、SQLJトランスレータによってデータベースに対する SQL文をチェック
する際に、エラーが発生します。 

位置指定イテレータの場合は、他の埋込み SQL言語と同様のパラダイムや構文を使用でき
ます。たとえば、名前指定イテレータではデータの取り込みに next()メソッドを使用しま
すが、位置指定イテレータでは Pro*Cの場合と似た FETCH INTO構文を使用します。（各
フェッチが暗黙的にイテレータを次の行へ進め、その後で次の値が取り出されます。） 

また、位置指定イテレータの場合は、イテレータ列に選択するデータを名前ではなく位置に
よって識別するため、柔軟性に欠けます。SELECT文では、項目の順序に注意する必要があ
るからです。また、イテレータのすべての列にデータを選択する必要もあります。このと
き、表で選択されている列のデータ型に偶然一致した他のイテレータ列に、データが誤って
書き込まれる可能性もあります。

位置指定イテレータでは、個々のデータ要素へのアクセスも不便です。名前指定イテレータ
ではデータを名前に基づいて格納するため、各列に対し、便利なアクセッサ・メソッドを使
用できます（たとえば、enameイテレータ列からのデータの取出しには、ename()メソッ
ドを使用できます）。これに対して、位置指定イテレータでは、FETCH INTO文でデータを
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直接 Javaホスト式にフェッチします。また、ホスト式を正しい順序で記述することが必要
です。

名前指定イテレータの使用方法名前指定イテレータの使用方法名前指定イテレータの使用方法名前指定イテレータの使用方法
名前指定イテレータ・クラスを宣言する場合は、イテレータの各列のデータ型と名前を宣言
します。 

データを名前指定イテレータに取り出す場合、SELECTフィールドとイテレータ列とを次の
2つの面で同じにしておく必要があります。

� 各 SELECTフィールドの名前（表の列名または別名）が、イテレータ列と同じ名前であ
る必要があります（大文字と小文字の区別はないため、enameと ENAMEの場合は同じ
名前であると認識されます）。

� 標準の JDBC型マッピングで、各イテレータ列の型が、対応する SELECTフィールドの
データ型との互換性を持つ必要があります。

名前指定イテレータ・クラスの宣言では、属性の宣言はどんな順序で行ってもかまいませ
ん。データは、名前に基づいてイテレータに選択されます。

名前指定イテレータの場合は、next()メソッドでデータを行ごとに取り出し、それぞれの
列のアクセッサ・メソッドで個々のデータ項目を取り込みます。アクセッサ・メソッド名は
列名と同じです。（ほとんどの Javaのアクセッサ・メソッド名とは異なり、名前指定イテ
レータの場合、アクセッサ・メソッド名が getで始まることはありません。）たとえば、sal

注意注意注意注意 : 

� 位置指定イテレータを使用する場合、データベースから選択する列の
数とイテレータの列の数を同じにすることが必要です。名前指定イテ
レータを使用した場合、通常はデータベースから選択できる列数が、
イテレータの列数より少なくなることはありません。ただし、トラン
スレータ -warn=nostrictフラグに設定すると、イテレータの列数
と同じかそれ未満にすることが可能になります。この場合、一致しな
い列は無視されます。 （このフラグの詳細は、8-40ページの「トラン
スレータからの警告（-warn）」を参照してください。）

� フェッチの一般的な意味は、データベースからのデータのフェッチの
ことですが、位置指定イテレータに対して FETCH INTO文を実行し
た場合は、サーバーへのラウンドトリップの要否が、行プリフェッチ
の値次第となります。これは、データベースではなくイテレータから
データをフェッチするためです。行プリフェッチの値が 1であるとき
は、各フェッチのたびにデータベースへのトリップが 1回行われま
す。（データベースへの 1回のトリップで取り出される行の数は、行
プリフェッチの値によって判断されます。 詳細は、A-3ページの「行
プリフェッチ」を参照してください。）
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列を持つ名前指定イテレータ・オブジェクトの場合は、使用するアクセッサ・メソッドが
sal()という名前になります。

名前指定イテレータ・クラスの宣言名前指定イテレータ・クラスの宣言名前指定イテレータ・クラスの宣言名前指定イテレータ・クラスの宣言
名前指定イテレータ・クラスの宣言には、次の構文を使用します。

#sql <modifiers> iterator classname <implements clause> <with clause> 
     ( type-name-list );

この構文の modifiersは正当な Javaクラス修飾子の順序で、その使用は任意です。
classnameはイテレータのクラス名です。また、type-name-listは、Javaの型と名前
のリストです。これは、データベース表の列型と列名に相当します。 

implements句と with句の使用は任意です。前者は実装するインタフェースを、後者は定
義および初期化する変数を指定します。 これらについては、3-4ページの「宣言
IMPLEMENTS句」および 3-5ページの「宣言WITH句」を参照してください。

ここでは、次のような表について考えてみます。

CREATE TABLE PROJECTS (
   ID NUMBER(4),
   PROJNAME VARCHAR(30),
   START_DATE DATE,
   DURATION NUMBER(3) );

この表で使用する名前指定イテレータは、次のように宣言します。

#sql public iterator ProjIter (String projname, int id, Date deadline);

この結果、アクセッサ・メソッド projname()、id()および deadline()でアクセス可
能なデータ列を持つ、イテレータ・クラスが生成されます。

注意注意注意注意 : 名前指定イテレータの列のネーミングには、次の制約事項が適用
されます。

� 列名に Javaの予約語は使用できません。

� 列名には、名前指定イテレータ・クラスのユーティリティ・メソッ
ド、つまり next()、close()、getResultSet()および
isClosed()と同じ名前は使用できません。
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名前指定イテレータのインスタンス化と移入名前指定イテレータのインスタンス化と移入名前指定イテレータのインスタンス化と移入名前指定イテレータのインスタンス化と移入
前の項で例示した ProjIterイテレータ型の変数を宣言し、SELECT文を使用して移入しま
す。

前の項で定義した PROJECTS表と ProjIterイテレータを引き続き使用します。この表に
は、イテレータの id列と projname列と同じ名前とデータ型の列がありますが、イテレー
タの deadline列への移入操作を実行するためには別名を使用する必要があることに注意し
てください。次にその例を示します。

ProjIter projsIter;

#sql projsIter = { SELECT start_date + duration AS deadline, projname, id 
                   FROM projects WHERE start_date + duration >= sysdate };

この例では、開始日に期間を加算してプロジェクトの最終期限を算出し、deadlineイテ
レータ列と同じ deadlineという名前をその結果に別名として付けます。また、WHERE句
を使用して、現行のシステムの日付より先の最終期限のみが処理されるようにしています。

ファンクション・コールを使用する場合も、別名を作成する必要があります。ファンクショ
ン MAXIMUM()があるとします。このファンクションでは、入力として DURATIONエントリ
および整数をとり、その 2つのうちどちらか大きい方の最大値を戻り値とします。（たとえ
ば、使用しているアプリケーションで 3を入力した場合、プロジェクトが少なくとも 3か月
間は存続することになります。） 

ここでは、イテレータを次のように宣言したとします。

#sql public iterator ProjIter2 (String projname, int id, float duration);

問合せに使用する MAXIMUM()ファンクションには、次のように問合せ結果に対して別名を
指定できます。

ProjIter2 projsIter2;

#sql projsIter2 = { SELECT id, projname, maximum(duration, 3) AS duration 
                    FROM projects };

注意注意注意注意 : 標準 Javaの場合と同様に、Publicクラスは、次の方法のどちらか
の方法で宣言する必要があります（Sun Microsystemsの JDKの標準
javacコンパイラを使用する場合は、これが要件となります）。

� 別個のソース・ファイル中に宣言する方法。ファイルのベース名はク
ラス名と同じにします。 

または、次のように指定します。

� public static修飾子を使用して、クラスレベルの有効範囲または
ネストされたクラスレベルの有効範囲に宣言する方法。
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通常、正当な Java識別子ではない名前、またはイテレータの列名とは異なる名前の付いた
SELECTフィールドの問合せには、別名を使用してください。

前述のように、名前指定イテレータを使用した場合、通常はデータベースから選択できる列
数が、イテレータの列数より少なくなることはありません。イテレータの列数を上回る数の
列を選択することも不可能ではありません（一致しない列は無視されます）が、SQLJの
-warn=nostrictオプションが設定されていないと、警告が出されます。 

名前指定イテレータへのアクセス名前指定イテレータへのアクセス名前指定イテレータへのアクセス名前指定イテレータへのアクセス
名前指定イテレータ・オブジェクトの next()メソッドを使用すると、イテレータに選択さ
れたデータを 1行ずつ取得できます。各列の各行にアクセスするには、SQLJで生成された
アクセッサ・メソッドを使用します。通常、このメソッドは whileループ内で使用します。 

next()がコールされると、次の処理が行われます。

� イテレータから取り出す行がまだ他にも存在するときは、next()のコールでその行を
取り出し、trueを戻り値とします。 

� イテレータから取り出す行がもう存在しないときは、next()のコールで falseを戻り
値とします。

次に、名前指定イテレータのデータにアクセスする方法の例を示します。この例では、3-36
ページの「名前指定イテレータのインスタンス化と移入」の項で使用した宣言、インスタン
ス化および移入を再び使用します。

次に示すようにイテレータ・クラスを宣言するとします。

#sql public iterator ProjIter (String projname, int id, Date deadline);

次に示すように、このイテレータ・クラスのインスタンスを定義してからアクセスします。

// Declare the iterator variable
ProjIter projsIter = null;

// Instantiate and populate iterator; order of SELECT doesn't matter
#sql projsIter = { SELECT start_date + duration AS deadline, projname, id 
                   FROM projects WHERE start_date + duration >= sysdate };

// Process the results
while (projsIter.next()) {
   System.out.println("Project name is " + projsIter.projname());

注意注意注意注意 : 各イテレータには close()メソッドがあります。イテレータか
らのデータの取出しが終了した後、必ずこのメソッドをコールしてくださ
い。イテレータを閉じてリソースを解放するには、このコールが必要で
す。
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   System.out.println("Project ID is " + projsIter.id());
   System.out.println("Project deadline is " + projsIter.deadline());
}  

// Close the iterator
projsIter.close();
...

前述に示したデータの取出しでは、projname()、id()および deadline()アクセッサ・
メソッドが簡単に使用できます。SELECT項目の順序やアクセッサ・メソッドを使用する順
序は、あまり関係ありません。

ただし、アクセッサ・メソッド名は、イテレータ・クラスの宣言で大文字を使用した場合は
大文字で、小文字を使用した場合は小文字で生成されます。コンパイル・エラーが発生する
例を、次に示します。

次のように宣言します。

#sql iterator Cursor1 (String NAME);

実行可能コードを示します。

...
Cursor1 c1;
#sql c1 = { SELECT NAME FROM TABLE };
while (c1.next()) {
   System.out.println("The name is " + c1.name());
}
...

Cursor1クラスのメソッドは NAME()であり、name()ではありません。
System.out.println文では、c1.NAME()を使用する必要があります。

名前指定イテレータの使用例は、12-5ページの「名前指定イテレータ : 
NamedIterDemo.sqlj」を参照してください。

位置指定イテレータの使用位置指定イテレータの使用位置指定イテレータの使用位置指定イテレータの使用
位置指定イテレータの宣言では、各列のデータ型は宣言しますが、列名は定義しません。
SQL問合せ結果の列が取り出される Java型は、SQLデータのデータ型との互換性があるこ
とが必要です。データベースの列や SELECTフィールドの名前は、あまり関係がありませ
ん。

名前が使用されないため、位置指定イテレータの Java型を宣言する順序と、データを選択
する順序が完全に一致する必要があります。

位置指定イテレータにデータが選択された後、位置指定イテレータからデータを取り出すに
は、FETCH INTO文を使用します。さらに、endFetch()メソッドをコールして、データ
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の終わりに到達したかどうかを確認します。（詳細は、3-40ページの「位置指定イテレータ
へのアクセス」を参照してください。）

位置指定イテレータ・クラスの宣言位置指定イテレータ・クラスの宣言位置指定イテレータ・クラスの宣言位置指定イテレータ・クラスの宣言
位置指定イテレータ・クラスの宣言には、次の構文を使用します。

#sql <modifiers> iterator classname <implements clause> <with clause> 
     ( position-list );

この構文の modifiersは正当な Javaクラス修飾子の順序で、その使用は任意です。また、 
position-listは、データベース表の列型に変換可能な Java型のリストです。 

implements句と with句の使用は任意です。前者は実装するインタフェースを、後者は定
義および初期化する変数を指定します。 これらについては、3-4ページの「宣言
IMPLEMENTS句」および 3-5ページの「宣言WITH句」を参照してください。

標準の EMP表のサブセットを使用した例を、次に示します。

CREATE TABLE EMP (
   EMPNO NUMBER(4),
   ENAME VARCHAR2(10), 
   SAL NUMBER(7,2) );

次のような位置指定イテレータを宣言します。

#sql public iterator EmpIter (String, int, float);

前述の例では、Javaクラス EmpIterの定義に、無名の String、intおよび floatが使用
されています。実際には、String型が ENAMEに対応し、int型が EMPNOに対応します
が、この表とイテレータとでは、それぞれの列の順序が対応していないことに注意してくだ
さい。

注意注意注意注意 : 標準 Javaの場合と同様に、Publicクラスは、次の方法のどちらか
の方法で宣言する必要があります（Sun Microsystemsの JDKの標準
javacコンパイラを使用する場合は、これが要件となります）。

� 別個のソース・ファイル中に宣言する方法。ファイルのベース名はク
ラス名と同じにします。 

または、次のように指定します。

� public static修飾子を使用して、クラスレベルの有効範囲または
ネストされたクラスレベルの有効範囲に宣言する方法。
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位置指定イテレータのインスタンス化と移入位置指定イテレータのインスタンス化と移入位置指定イテレータのインスタンス化と移入位置指定イテレータのインスタンス化と移入
前の項で例示した EmpIter位置指定イテレータ型の変数を宣言し、SELECT文を使用して
移入します。

位置指定イテレータのインスタンス化と移入は、名前指定イテレータの場合と同じです。た
だし、SELECTフィールドの順序が適切であるかどうかを確認する必要があります。

EmpIterイテレータ・クラスの 3つのデータ型は、EMP表の型と互換性があります。ただ
し、それぞれの順序は対応していないため、データの選択には注意が必要です。次の例で
は、SELECTフィールドの順序とイテレータ列の順序が対応しているため、イテレータのイ
ンスタンス化と移入ができます。

EmpIter empsIter = null;

#sql empsIter = { SELECT ename, empno, sal FROM emp };

前述のように、位置指定イテレータを使用する場合は、データベースから選択する列の数
と、イテレータの列の数を同じにする必要があります。

位置指定イテレータへのアクセス位置指定イテレータへのアクセス位置指定イテレータへのアクセス位置指定イテレータへのアクセス
位置指定イテレータで定義された列にアクセスするには、SQLの FETCH INTO構文を使用
します。 

コマンドの INTO部分には、結果列を受け取る Javaホスト変数を指定します。ホスト変数の
順序は、対応するイテレータ列の順序と同じにすることが必要です。endFetch()メソッド
を使用して、最後のフェッチがデータの終わりに達したかどうかを確認します。このメソッ
ドは、すべての位置指定イテレータ・クラスで使用できます。
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次の例では、3-40ページの「位置指定イテレータのインスタンス化と移入」で使用した宣
言、インスタンス化および移入を再び使用します。

SELECT文中の Javaホスト変数の順序は、位置指定イテレータの列の順序と同じです。これ
は必須条件です。

最初に、次のようにイテレータ・クラスを宣言するとします。

#sql public iterator EmpIter (String, int, float);

次に示すように、このイテレータ・クラスのインスタンスを定義してからアクセスします。

// Declare and initialize host variables
int empnum=0;
String empname=null;
float salary=0.0f;

// Declare an iterator instance
EmpIter empsIter;

#sql empsIter = { SELECT ename, empno, sal FROM emp };

while (true) {

注意注意注意注意 : 

� endFetch()メソッドでの初期の戻り値は trueです。行のフェッチ
開始前に戻り値が falseになり、行のフェッチが正常終了したとき
は戻り値が再び trueになります。この時点で、これ以上は FETCH
で取り出す行がなくなった状態となります。このため、FETCH INTO
文の後に、endFetch()テストを行う必要があります。FETCH INTO
文の前に endFetch()テストを行うと、行を取り出せなくなります。
これは、最初の FETCHの前に endFetch()が trueになり、すぐに
whileループから抜けてしまうためです。

� 結果が処理される前に endFetch()テストをしておく必要がありま
す。これは、FETCHがデータの最後に到達しても、SQL例外が送り
出されないためです。この場合、単に次の endFetch()コールがト
リガーされた後で戻り値が trueになります。結果が処理される前に
endFetch()テストをしておかないと、データの最後に到達した後
に、コード中の最初の FETCHでの戻り値（NULLまたは無効なデー
タ）に対して処理が試みられます。 

� 各イテレータには close()メソッドがあります。イテレータからの
データの取得が終了した後、必ずこのメソッドをコールしてくださ
い。イテレータを閉じてリソースを解放するには、このコールが必要
です。
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   #sql { FETCH :empsIter INTO :empnum, :empname, :salary };
   if (empsIter.endFetch()) break;  // This test must be AFTER fetch,
                                    // but before results are processed.
   System.out.println("Name is " + empname);
   System.out.println("Employee number is " + empnum);
   System.out.println("Salary is " + salary);
}

// Close the iterator
empsIter.close();
...

empname、empnumおよび salary変数は、Javaホスト変数です。これらの変数の型は、イ
テレータ列の型と対応させる必要があります。 

位置指定イテレータでは、next()メソッドを使用しないでください。このメソッドは、
FETCHが次の行に進むときに暗黙的にコールされます。

位置指定イテレータの使用例は、12-9ページの「位置指定イテレータ : PosIterDemo.sqlj」
を参照してください。

ホスト変数としてのイテレータおよび結果セットの使用ホスト変数としてのイテレータおよび結果セットの使用ホスト変数としてのイテレータおよび結果セットの使用ホスト変数としてのイテレータおよび結果セットの使用
SQLJでは、ホスト変数としての SQLJイテレータおよび JDBC結果セットの使用がサポート
されています。

注意注意注意注意 : FETCH INTO文のホスト変数は、条件文の 1つの分岐で代入され
るため、必ず初期化する必要があります。初期化しないと、ホスト変数の
代入が行われないことを通知するコンパイル・エラーが表示されます。 
（フェッチ対象の行がある場合にのみ、FETCHで変数が代入されます。）

注意注意注意注意 : 

� また、SQLJでは、ストアド・ファンクションの戻り値としてイテ
レータおよび結果セットを使用できます。 詳細は、3-52ページの「ス
トアド・ファンクションの戻り値としてのイテレータおよび結果セッ
トの使用」を参照してください。

� Oracle JDBCドライバでは、現在、入力ホスト変数としての結果セッ
トの使用がサポートされていません。OraclePreparedStatement
クラスには setCursor()メソッドがありますが、これをコールする
と、実行時に例外が発生します。
3-42  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス



複数行の問合せ結果 : SQLJイテレータ
次に示す例のように、イテレータと結果セットの使用方法は基本的には同じです。ただし、
宣言やデータを取り出すアクセッサ・メソッドが異なります。

この項では、次の標準の DEPT表と EMP表のサブセットの例を示します。

CREATE TABLE DEPT (
   DEPTNO NUMBER(2),
   DNAME VARCHAR2(14) );

CREATE TABLE EMP (
   EMPNO NUMBER(4),
   ENAME VARCHAR2(10), 
   SAL NUMBER(7,2), 
   DEPTNO NUMBER(2) );

例例例例 : OUTホスト変数としての結果セットの使用ホスト変数としての結果セットの使用ホスト変数としての結果セットの使用ホスト変数としての結果セットの使用  この例では、JDBC結果セットを出力ホスト
変数として使用しています。

...
ResultSet rs;
...
#sql { BEGIN
          OPEN :OUT rs FOR SELECT ename, empno FROM emp;
       END };

while (rs.next())
{
   String empname = rs.getString(1);
   int empnum = rs.getInt(2);
}
rs.close();
...

この例では、結果セット rsを PL/SQLブロックでオープンして SELECT文からのデータを
受け取り、EMP表の ENAME列と EMPNO列のデータを選択し、結果セットをループしてデー
タをローカル変数に取り出します。 

例例例例 : OUTホスト変数としてのイテレータの使用ホスト変数としてのイテレータの使用ホスト変数としてのイテレータの使用ホスト変数としてのイテレータの使用  この例では、名前指定イテレータを出力ホ
スト変数として使用しています。

次のように宣言します。

#sql public <static> iterator EmpIter (String ename, int empno);

（public修飾子は必須です。クラス・レベルまたはネストされたクラス・レベルでの宣言
では staticも使用することをお薦めします。）
基本的な言語機能  3-43



複数行の問合せ結果 : SQLJイテレータ
実行可能コードを示します。

...
EmpIter iter;
...
#sql { BEGIN
          OPEN :OUT iter FOR SELECT ename, empno FROM emp;
       END };

while (iter.next())
{
   String empname = iter.ename();
   int empnum = iter.empno();
   
   ...process/output empname and empnum...
}
iter.close();
...

この例では、イテレータ iterを PL/SQLブロックでオープンして SELECT文からのデータ
を受け取り、EMP表の ENAME列と EMPNO列のデータを選択し、イテレータをループさせて
データをローカル変数に取り出します。 

例例例例 : SELECT INTOのののの OUTホスト変数としてのイテレータの使用ホスト変数としてのイテレータの使用ホスト変数としてのイテレータの使用ホスト変数としてのイテレータの使用  この例では、名前指定イテ
レータを出力ホスト変数として使用し、SELECT INTO文を介してデータを取得していま
す。（INTOリスト内のホスト変数のデフォルトは、OUTです。 SELECT INTO文と構文の詳
細は、3-27ページの「単一行の問合せ結果 : SELECT INTO文」を参照してください。）

次のように宣言します。

#sql public <static> iterator ENameIter (String ename);

（public修飾子は必須です。クラス・レベルまたはネストされたクラス・レベルでの宣言
では staticも使用することをお薦めします。）

実行可能コードを示します。

...
ENameIter enamesIter;
String deptname;
...

#sql { SELECT dname, cursor 
      (SELECT ename FROM emp WHERE deptno = dept.deptno)
       INTO :deptname, :enamesIter FROM dept WHERE deptno = 20 };

System.out.println(deptname);
while (enamesIter.next())
{
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   System.out.println(enamesIter.ename());
}
enamesIter.close();
... 

この例では、ネストされた SELECT文を使用して次の処理を行います。

� DEPT表から従業員番号 20の名前を選択し、出力ホスト変数 deptnameに取り込みま
す。

� EMP表を問い合せ、部門番号が 20の従業員をすべて選択した後で、カーソルに格納され
た結果を、出力ホスト変数 enamesIter（名前指定イテレータ）に取り込みます。

� 部門名を出力します。

� 従業員名を出力する名前指定イテレータを、ループさせます。こうして、この部門の全
従業員の名前が出力されます。 

大抵の場合、外部の SELECT内にある 1行を取り出すときは SELECT INTOを使用した方
が、ネストされたイテレータよりも便利です。このネストされたイテレータについては、
3-47ページの「例 : 位置指定イテレータ内の名前指定イテレータ列」などで後述します。ま
た、ネストされたイテレータを使用した場合は、データを処理して外部の SELECT中にある
行数を求める必要があります。これに対し、SELECT INTOを使用すると、1行のみで済み
ます。

イテレータ列としてのイテレータおよび結果セットの使用イテレータ列としてのイテレータおよび結果セットの使用イテレータ列としてのイテレータおよび結果セットの使用イテレータ列としてのイテレータおよび結果セットの使用
Oracle SQLJでは、イテレータ宣言で、ResultSet型の列、または現在のスコープで宣言さ
れたその他のイテレータ型の列を指定することが可能です。つまり、Oracle SQLJでは、イ
テレータ内で他のイテレータや結果セットを使用できます。これらの列型は、カーソルで列
を取得するのに使用されます。この機能は、NESTED TABLE情報を戻り値とする SELECT
文に便利です。 

次に、機能的には同じ例をいくつか示します。これらの例では、ネストされた結果セットま
たはイテレータ（他のイテレータ内の列にある結果セットまたはイテレータ）を使用して、
DEPT表から各部門に所属する従業員をすべて出力します。最初の例では名前指定イテレー
タ内の結果セットを、2番目の例では名前指定イテレータ内の名前指定イテレータを、3番
目の例では位置指定イテレータ内の名前指定イテレータを使用します。

手順を次に示します。

1. DEPT表から、各 DNAME（従業員名）を選択します。

2. ネストされた SELECTを実行し、各部門の EMP表から取得した全従業員数をカーソル
に取り込みます。

3. 取得した部門名と部門別従業員数を、名前列とイテレータ列を持つ外部イテレータ
（iter）に取り込みます。特定部門の従業員情報を持つカーソルは、外部イテレータの
当該部門の行に対応するイテレータ列に移動します。
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4. ネステッド・ループを巡回することによって、部門別に部門名を出力し、その後、内部
イテレータ内で部門別の全従業員の名前を出力します。

例例例例 : 名前指定イテレータ内の結果セット列名前指定イテレータ内の結果セット列名前指定イテレータ内の結果セット列名前指定イテレータ内の結果セット列  この例では、名前指定イテレータで ResultSet
型の列を使用します。 

次のように宣言します。

#sql iterator DeptIter (String dname, ResultSet emps);

実行可能コードを示します。

...
DeptIter iter;
...
#sql iter = { SELECT dname, cursor 
             (SELECT ename FROM emp WHERE deptno = dept.deptno) 
              AS emps FROM dept };

while (iter.next())
{
   System.out.println(iter.dname());
   ResultSet enamesRs = iter.emps();
   while (enamesRs.next())
   {
      String empname = enamesRs.getString(1);
      System.out.println(empname);
   }
   enamesRs.close();
}
iter.close();
...

例例例例 : 名前指定イテレータ内の名前指定イテレータ列名前指定イテレータ内の名前指定イテレータ列名前指定イテレータ内の名前指定イテレータ列名前指定イテレータ内の名前指定イテレータ列  この例では、前に定義された名前指定
イテレータ（ネストされたイテレータ）と同じ型の列を持つ、名前指定イテレータを使用し
ます。

次のように宣言します。

#sql iterator ENameIter (String ename);
#sql iterator DeptIter (String dname, ENameIter emps);

実行可能コードを示します。

...
DeptIter iter;
...
#sql iter = { SELECT dname, cursor 
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             (SELECT ename FROM emp WHERE deptno = dept.deptno) 
              AS emps FROM dept };

while (iter.next())
{
   System.out.println(iter.dname());
   ENameIter enamesIter = iter.emps();
   while (enamesIter.next())
   {
      System.out.println(enamesIter.ename());
   }
   enamesIter.close();
}
iter.close();
...

例例例例 : 位置指定イテレータ内の名前指定イテレータ列位置指定イテレータ内の名前指定イテレータ列位置指定イテレータ内の名前指定イテレータ列位置指定イテレータ内の名前指定イテレータ列  この例では、前に定義された名前指定
イテレータ（ネストされたイテレータ）と同じ型の列を持つ、位置指定イテレータを使用し
ます。ここでは、位置指定イテレータの FETCH INTO構文を使用します。この例は、機能
的には前述の 2つの例と同じです。

外部イテレータは位置指定イテレータです。このため、外部指定イテレータが名前指定イテ
レータである前の例とは異なり、列名を一致される場合に別名は必要ありません。

次のように宣言します。

#sql iterator ENameIter (String ename);
#sql iterator DeptIter (String, ENameIter);

実行可能コードを示します。

...
DeptIter iter;
...
#sql iter = { SELECT dname, cursor 
             (SELECT ename FROM emp WHERE deptno = dept.deptno) 
              FROM dept };

while (true)
{
   String dname = null;
   ENameIter enamesIter = null;
   #sql { FETCH :iter INTO :dname, :enamesIter };
   if (iter.endFetch()) break;
   System.out.println(dname);
   while (enamesIter.next())
   {
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      System.out.println(enamesIter.ename());
   }
   enamesIter.close();
}
iter.close();
...

代入文（代入文（代入文（代入文（SET））））
SQLJでは、SQL操作内の Javaホスト式に値を代入できます。これは代入文と呼ばれ、次の
構文で記述されます。

#sql { SET :host_exp = expression };

host_expは、変数や配列索引などのターゲット・ホスト式です。expressionには、番
号、ホスト式、算術式、ファンクション・コール、またはターゲット・ホスト式に有効な結
果を生成するその他の構文を使用できます。

代入文のターゲット・ホスト式のデフォルトは OUTですが、これを明示的に記述することも
可能です。 

#sql { SET :OUT host_exp = expression };

代入文で INまたは INOUTトークンを使用すると、トランスレーション時にエラーが発生し
ます。

前述の 2つの文は、機能的には次の文と同じです。

#sql { BEGIN :OUT host_exp := expression; END };

次に、代入文の単純な例を示します。

#sql { SET :x = foo1() + foo2() };

この文では、foo1()と foo2()の戻り値の合計を xに代入し、xの型が、ファンクション
の出力合計の型と互換性がある場合を想定しています。 

次の例についても考えてみます。

int i2;
java.sql.Date dat;
...
#sql { SET :i2 = TO_NUMBER(substr('750 etc.', 1, 3)) +
        TO_NUMBER(substr('250 etc.', 1, 3)) };
...
#sql { SET :dat = sysdate };
...
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最初の文では、値 1000 (750 + 250)を i2に代入します。（substr()コールでは、文字列の
最初の 3文字（'750'と '250'）を使用します。TO_NUMBER()コールでは、文字列が数値 750
と 250に変換されます。） 

2番目の文では、データベース・システムの日付が読み取られ、それが datに代入されま
す。

データベースに格納されているファンクションからの戻り値に対して操作を実行する場合、
代入文を使用すると便利です。 単にファンクションの結果を変数に代入する場合、代入文は
必要ありません。この場合は、3-49ページの「ストアド・プロシージャおよびストアド・
ファンクションのコール」で説明するように、通常のファンクション・コールの構文で処理
できます。Javaファンクションの出力を操作する場合も、代入文は必要ありません。この場
合は、通常の Java文で処理できます。このため、前述の例の foo1()および foo2()は、
Javaファンクションではなく、データベース内のストアド・ファンクションであることがわ
かります。

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

SQLJには、データベース内のストアド・プロシージャやストアド・ファンクションのコー
ルに便利な構文があります。ストアド・プロシージャやストアド・ファンクションは、
Java、PL/SQL（Oracleデータベースの場合）、またはデータベースでサポートされるその他
の言語のいずれでも記述できます。

ストアド・ファンクションの場合、戻り値を受け取るために、SQLJ実行文内に結果式が必
要です。また、必要に応じて入力パラメータ、出力パラメータおよび入出力パラメータも使
用できます。

ストアド・プロシージャの場合、戻り値はありませんが、入力パラメータ、出力パラメータ
および入出力パラメータを使用できます。ストアド・プロシージャでは、任意の出力または
入出力パラメータを介して、出力が戻されます。

注意注意注意注意 : ここで説明するプロシージャ・コールやファンクション・コール
の構文を使用するかわりに、JPublisherで PL/SQLストアド・プロシー
ジャおよびストアド・ファンクション用の Javaラッパーを作成し、他の
Javaメソッドの場合と同様に、Javaラッパーをコールすることも可能で
す。 JPublisherについては、6-20ページの「JPublisherとカスタム Javaク
ラスの作成」で説明します。 詳細は、 『Oracle8i JPublisher ユーザーズ・ガ
イド』を参照してください。
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ストアド・プロシージャのコールストアド・プロシージャのコールストアド・プロシージャのコールストアド・プロシージャのコール
ストアド・プロシージャには戻り値がありませんが、入力パラメータ、出力パラメータおよ
び入出力パラメータとしてリストを使用できます。ストアド・プロシージャのコールでは、
次に示すように、CALLトークンを使用します。CALLのすぐ後に空白を 1つ挿入した後に、
プロシージャ名を記述します。プロシージャ名と区別するため、CALLトークンの後には空
白が必要です。 プロシージャ・コールの外側にカッコは付けられません（これは、3-51ペー
ジの「ストアド・ファンクションのコール」で説明するファンクション・コールの構文とは
異なります）。

#sql { CALL PROC(<PARAM_LIST>) };

PROCはストアド・プロシージャ名で、入力パラメータ、出力パラメータおよび入出力パラ
メータを使用できます。PROCには、スキーマ名またはパッケージ名を含めることも可能で、
たとえば、SCOTT.MYPROC()となります。

次の PL/SQLストアド・プロシージャを定義するとします。

CREATE OR REPLACE PROCEDURE MAX_DEADLINE (deadline OUT DATE) IS
   BEGIN
      SELECT MAX(start_date + duration) INTO deadline FROM projects;
   END;

この例では、PROJECTS表を読み込み、START_DATE列と DURATION列を検索し、各行の
start_date + durationを計算した後で、start_date + durationの合計の最大値
が DEADLINEに選択されます。これは DATE型の出力パラメータです。 

SQLJでは、この MAX_DEADLINEプロシージャを次のようにコールできます。

java.sql.Date maxDeadline;
...
#sql { CALL MAX_DEADLINE(:out maxDeadline) };

どのパラメータに対しても、ホスト式のトークン IN（オプション /デフォルト）、OUTおよ
び INOUTを使用して、ストアド・プロシージャの入力先、出力先および入出力先のパラ
メータと対応させてください。また、パラメータ・リストで使用するホスト変数の型も、ス
トアド・プロシージャのパラメータ型に対応させる必要があります。

注意注意注意注意 : アプリケーションに Oracle7との互換性を持たせる場合、プロ
シージャがパラメータを使用しないときは、パラメータ・リストに空の
カッコを含めないでください。次にその例を示します。

#sql { CALL MAX_DEADLINE };

次のようには定義できません。

#sql { CALL MAX_DEADLINE() };
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ストアド・ファンクションのコールストアド・ファンクションのコールストアド・ファンクションのコールストアド・ファンクションのコール
ストアド・ファンクションには戻り値があります。また、入力パラメータ、出力パラメータ
および入出力パラメータのリストを使用できます。ストアド・ファンクションのコールで
は、次に示すように、VALUESトークンを使用します。この構文では、"VALUES"の後に
ファンクション・コールを記述します。標準の SQLJでは、ファンクション・コールをカッ
コで囲むことが必要です。Oracle SQLJの場合、カッコの使用は任意です。外部のカッコを
使用した場合、VALUESトークンと左カッコの間に空白があってもかまいません。（Oracle 
SQLでサポートされている INSERT INTO table VALUES構文でも VALUESトークンが使
用されますが、使用目的が異なります。）

#sql result = { VALUES(FUNC(<PARAM_LIST>)) };

resultは結果式で、ファンクションの戻り値を使用します。FUNCはストアド・ファンク
ション名で、必要に応じて入力パラメータ、出力パラメータおよび入出力パラメータの並び
を取ることが可能です。FUNCには、スキーマ名またはパッケージ名も含めることも可能で、
たとえば、SCOTT.MYFUNC()となります。

次に、3-50ページの「ストアド・プロシージャのコール」の例を再び使用します。ここで
は、ストアド・プロシージャのかわりにストアド・ファンクションを定義します。

CREATE OR REPLACE FUNCTION GET_MAX_DEADLINE() RETURN DATE IS
   DECLARE
      DATE deadline;
   BEGIN
      SELECT MAX(start_date + duration) INTO deadline FROM projects;
      RETURN deadline;
   END;

SQLJでは、この GET_MAX_DEADLINEファンクションを次のようにコールできます。

java.sql.Date maxDeadline;
...
#sql maxDeadline = { VALUES(GET_MAX_DEADLINE) };

結果式の型は、ファンクションの戻り値の型と同じであることが必要です。

Oracle SQLJでは、外部のカッコを省略した、次のような構文を使用することも可能です。

#sql maxDeadline = { VALUES GET_MAX_DEADLINE };

ストアド・ファンクションのコールでは、ストアド・プロシージャの場合と同様に、ホスト
式のトークン IN（オプション /デフォルト）、OUTおよび INOUTを使用して、ストアド・
ファンクションの入力先、出力先および入出力先のパラメータと対応させる必要がありま
す。また、パラメータ・リストで使用するホスト変数の型を、ストアド・プロシージャのパ
ラメータ型に対応させる必要もあります。
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ストアド・ファンクションの戻り値としてのイテレータおよび結果セットストアド・ファンクションの戻り値としてのイテレータおよび結果セットストアド・ファンクションの戻り値としてのイテレータおよび結果セットストアド・ファンクションの戻り値としてのイテレータおよび結果セット
の使用の使用の使用の使用

SQLJでは、ストアド・ファンクションの戻り値を、イテレータまたは結果セット変数に代
入できます。ただし、ファンクションの戻り値が REF CURSOR型であることが前提になり
ます。

次の例では、イテレータを使用してストアド・ファンクションの戻り値を取得します。結果
セットを使用する場合も同じです。

例例例例 : ストアド・ファンクションの戻り値としてのイテレータストアド・ファンクションの戻り値としてのイテレータストアド・ファンクションの戻り値としてのイテレータストアド・ファンクションの戻り値としてのイテレータ  この例では、ストアド・ファ
ンクションの戻り型として、イテレータを使用します。この処理では REF CURSOR型を使
用します (REF CURSOR型の詳細は、5-33ページの「Oracleの REF CURSOR型のサポート」
を参照してください）。

ファンクションが次のように定義されているとします。

CREATE OR REPLACE PACKAGE sqlj_refcursor AS
   TYPE EMP_CURTYPE IS REF CURSOR;
   FUNCTION job_listing (j varchar2) RETURN EMP_CURTYPE;
END sqlj_refcursor;

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY sqlj_refcursor AS 
   FUNCTION job_listing (j varchar) RETURN EMP_CURTYPE IS 
   DECLARE
      rc EMP_CURTYPE;
   BEGIN
      OPEN rc FOR SELECT ename, empno FROM emp WHERE job = j;
      RETURN rc;
   END;
END sqlj_refcursor;

このファンクションは、次のように使用します。

注意注意注意注意 : ストアド・ファンクションを Oracle以外の環境にも移植可能にす
るには、コールで入力パラメータのみを使用し、出力または入出力パラ
メータは使用しないでください。

アプリケーションに Oracle7との互換性を持たせる場合、ファンクション
がパラメータを使用しないときは、パラメータ・リストに空のカッコを含
めないでください。次にその例を示します。

#sql maxDeadline = { VALUES(GET_MAX_DEADLINE) };

次のようには定義できません。

#sql maxDeadline = { VALUES(GET_MAX_DEADLINE()) };
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次のように宣言します。

#sql public <static> iterator EmpIter (String ename, int empno);

（public修飾子は必須です。クラス・レベルまたはネストされたクラス・レベルでの宣言
では staticも使用することをお薦めします。）

実行可能コードを示します。

EmpIter iter;
...
#sql iter = { VALUES(sqlj_refcursor.job_listing('SALES')) };

while (iter.next())
{
   String empname = iter.ename();
   int empnum = iter.empno();

   ... process empname and empnum ...
}
iter.close();
...

この例では、job_listing()ファンクションのコールにより、ジョブ・タイトルが
「SALES」であるすべての従業員の名前と従業員番号を含んだイテレータが戻り値になりま
す。その後、イテレータからこのデータが取り出されます。
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プログラミング上の主な考
4

プログラミング上の主な考慮事項プログラミング上の主な考慮事項プログラミング上の主な考慮事項プログラミング上の主な考慮事項

この章では、SQLJアプリケーションの開発および実行前に検討の必要な主な問題について
説明します。また、要約とサンプル・アプリケーションも示します。次の項目について説明
します。

� 命名の要件および制限

� JDBCドライバの選択

� 接続の際の考慮事項

� NULLの処理

� 例外処理の基本

� 基本的なトランザクション制御

� 要約 : 簡単な SQLJコード
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命名の要件および制限命名の要件および制限命名の要件および制限命名の要件および制限
命名要件、命名制約および予約語については、次の 4点を考慮する必要があります。

� Javaのネームスペース。ローカル変数とクラスの名前については、SQLJ固有の制限もあ
ります。

� SQLJのネームスペース。

� SQLのネームスペース。

� ソース・ファイル名。

Javaのネームスペースのネームスペースのネームスペースのネームスペース : ローカル変数およびクラスのネーミングに関するローカル変数およびクラスのネーミングに関するローカル変数およびクラスのネーミングに関するローカル変数およびクラスのネーミングに関する
制限制限制限制限

Javaのネームスペースによる制限は、標準 Javaのすべての文および宣言（Javaのクラスや
ローカル変数のネーミングなど）に適用されます。標準 Javaのネーミングに関するあらゆ
る制限が適用されるので、Javaの予約語は使用しないでください。

また、ローカル変数とクラスのネーミングには、SQLJ固有の制限も若干伴います。

ローカル変数のネーミングに関する制限ローカル変数のネーミングに関する制限ローカル変数のネーミングに関する制限ローカル変数のネーミングに関する制限
ローカル変数のネーミングの際は、SQLJトランスレータの一部の機能に起因する制限が若
干伴います。

SQLJトランスレータは各 SQL実行文を文ブロックに置き換えます。このブロックでは、次
のように標準構文に基づく SQL実行文が使用されます。

#sql { SQL operation };  

SQLJでは、生成された文ブロックの中に一時変数を宣言できます。この一時変数の名前に
は、次の接頭辞が付きます。

 __sJT_

（アンダースコアが先頭に 2つ、末尾に 1つ付きます。）

SQLJで生成した文ブロックでは、次のような宣言が使用されます。

int __sJT_index;
Object __sJT_key;
java.sql.PreparedStatement __sJT_stmt;

注意注意注意注意 : ホスト変数名固有の制約については、3-27ページの「ホスト式の
制限事項」を参照してください。
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文字列 __sJT_は、SQLJで生成した変数名の接頭辞として予約されています。SQLJのプロ
グラミングの際は、この文字列を次の名前の接頭辞としては使用しないでください。

� SQL実行文を含むブロックで宣言した変数名

� SQL実行文を含むメソッドのパラメータ名

� SQL実行文を含むクラスのフィールド名、あるいはサブクラスまたは被包含クラスに
SQL実行文があるクラスのフィールド名

クラスのネーミングに関する制限クラスのネーミングに関する制限クラスのネーミングに関する制限クラスのネーミングに関する制限
SQLJアプリケーションのクラスのネーミングには、次のような制限が伴います。

� SQLJの内部クラスと同じクラス名は宣言できません。具体的には、SQLJアプリケー
ション内の既存クラスの名前が a の場合、最上位クラスに次の形式の名前は付けられ
ません。

a_SJb（aと bは正当な Java識別子）

たとえば、ファイル Foo.sqljのアプリケーション・クラスが Fooであると、SQLJで
はプロファイル・キー・クラス Foo_SJProfileKeysが生成されます。宣言するクラ
ス名は、この名前と同じ名前にしないでください。

� SQLJ実行文が含まれているクラスの名前は、アプリケーションで使用している Java型
を格納したパッケージの名前の先頭部分と同じにならないようにしてください。たとえ
ば、java、sqlj、oracleなど（大 /小文字区別）は、クラス名としては使用できま
せん。また、SQLJ文に使用するホスト変数の型が abc.def.MyClassである場合、こ
のホスト変数を使用するクラスの名前には abcを使用できません。

こうした制限を回避するには、Javaのネーミング規則に従い、パッケージ名の先頭を小
文字にし、クラス名の先頭を大文字にすることをお薦めします。

SQLJのネームスペースのネームスペースのネームスペースのネームスペース
SQLJのネームスペースは、#sqlクラス宣言と #sql実行文の中カッコの外側にある部分で
す。 

注意注意注意注意 : イテレータ列のネーミングに伴う特別な制限については、3-34
ページの「名前指定イテレータの使用方法」を参照してください。
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SQLJの次の予約語は、宣言する接続コンテキスト・クラスまたはイテレータ・クラスのク
ラス名として、with句または implements句で使用できません。イテレータ列の型宣言リ
ストでも使用できません。

� iterator

� context

� with

たとえば、イテレータ・クラスまたはインスタンスの名前を iteratorにしたり、接続コン
テキスト・クラスまたはインスタンスの名前を contextにしないでください。 

ただし、ストアド・ファンクションからの戻り値を格納する変数の名前には、これらのどの
ワードでも使用できます。

SQLのネームスペースのネームスペースのネームスペースのネームスペース
SQLのネームスペースは、SQLJ実行文の中カッコ内の部分です。このネームスペースには、
通常の SQLのネーミングに伴う制限が課されます。

ただし、ホスト式は、SQLのネームスペースの規則ではなく、Javaのネームスペースの規則
に従います。この規則は、ホスト変数の名前にも、ホスト式の外部のカッコで囲まれたすべ
ての部分にも適用されます。

ファイル名の要件と制限ファイル名の要件と制限ファイル名の要件と制限ファイル名の要件と制限
SQLJソース・ファイルの拡張子は .sqljです。ソース・ファイルに Publicクラスが宣言し
てある場合、この Publicクラス名をソース・ファイルのベース名に使用してください（大 /
小文字区別）。なお、1つのソース・ファイルに宣言できる Publicクラスは 1つのみです。
ソース・ファイルは、Publicクラスが宣言されていない場合でも、Java識別子として有効な
名前を付ける必要があります。ファイル名は、先頭に定義されているクラスの名前と同じに
することをお薦めします。

たとえば、ソース・ファイルに Publicクラス MySourceが定義されている場合は、次に示
すファイル名を付けてください。

MySource.sqlj

注意注意注意注意 : これらのファイル命名要件は、Javaの言語仕様であり、SQLJの
仕様ではありません。この命名要件は、Oracle8i Serverには直接適用され
ませんが、それらに従うことをお薦めします。
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JDBCドライバの選択ドライバの選択ドライバの選択ドライバの選択
JDBCドライバの選択にあたっては、トランスレーション時とランタイムにそれぞれ別のド
ライバを使用するかどうかを検討する必要があります。トランスレーション用とランタイム
の各ドライバ・クラスを選択または登録し、そのドライバを接続 URLで指定してください。 

まず、Oracle JDBCドライバについて簡単に説明しますが、SQLJでは、JDBC規格のどのド
ライバでも使用できます。

Oracle JDBCドライバの概要ドライバの概要ドライバの概要ドライバの概要
Oracle JDBCドライバを次に示します。

� Thinドライバドライバドライバドライバ : 100% Javaで記述されたドライバで、クライアント側で特にアプレット
から使用します。Oracleのインストールは不要です。

� OCIドライバドライバドライバドライバ（OCI8および OCI7）: クライアント側で使用するドライバで、Oracleク
ライアントのインストールが必要です。

� サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 Thinドライバドライバドライバドライバ : クライアント側 Thinドライバと同様の機能を備えています
が、Oracle Server内で実行するコード用のドライバであるためリモート・サーバーへの
アクセスを必要とし、中間層で利用されます。

� サーバー側内部ドライバサーバー側内部ドライバサーバー側内部ドライバサーバー側内部ドライバ : ターゲット・サーバー内（つまり、アクセスする Oracle 
Server内）で実行するコード用のドライバ。

Oracleでは、JDK 1.2.x互換および JDK 1.1.x互換のクライアント側ドライバがそれぞれ用意
されています。Oracle8i JVMは、JDK 1.2.x環境であるため、サーバー側ドライバは JDK 
1.2.xにのみ対応します。

ここからは、各ドライバの概要を簡単に説明します。これらのドライバの詳細とドライバの
選択方法については、『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。

トランスレーション時とランタイムとで、別々のドライバを選ぶ場合もあります。具体的に
は、トランスレーション時のセマンティクス・チェックには Oracle JDBC OCI 8ドライバを
使用し、ランタイムには Oracle JDBC Thinドライバを使用します。

中核となる機能中核となる機能中核となる機能中核となる機能  これまでに紹介したドライバは、いずれも同様の機能性を備えています。
各ドライバでサポートされている機能セット、構文、プログラミング・インタフェースおよ

び Oracle拡張型は、すべて同じです。

注意注意注意注意 : Oracleカスタマイザを使用しているアプリケーションには、例外
なく Oracle JDBCドライバが必要です。Oracle固有の機能を実際には使用
しないアプリケーションの場合にも必要です。
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Oracle JDBCドライバはすべて、oracle.jdbc.driver.OracleDriverクラスでサポートされて
います。

Thinドライバドライバドライバドライバ   Oracle JDBC Thinドライバは、プラットフォームに依存しない 100%pure 
Javaの実装であり、Javaソケットを使用して直接 Oracle Serverに接続できます。アプレッ
トの実行と同時にこのドライバをブラウザにダウンロードすることも可能です。 

この Thinドライバでは、TCP/IPプロトコルしかサポートされていないため、データベー
ス・サーバーの TCP/IPソケットを受け付ける TNSリスナーが必要です。この Thinドライ
バとアプレットとを併用する場合、Javaソケットをサポートしているクライアント・ブラウ
ザを使用してください。

OCIドライバドライバドライバドライバ   Oracle JDBC OCIドライバでは、Oracleコール・インタフェース（OCI）を直
接 Javaからコールしてデータベースにアクセスできるため、Oracle 7、8および 8iの各バー
ジョンとの高度な互換性が確保されています。これらのドライバでは、あらゆるインストー

ル済み Net8アダプタ（IPC、名前付きパイプ、TCP/IPおよび IPX/SPXなど）がサポート
されています。 

この OCIドライバはシステム固有のメソッドを使用して Cエントリ・ポイントをコールす
るため、Oracleプラットフォームに依存します。したがって、Net8をはじめとする Oracle
クライアント・インストールが必要になります。つまり、この OCIドライバはアプレットに
は適していません。 

サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 Thinドライバドライバドライバドライバ   Oracle JDBCサーバー側 Thinドライバは、クライアント側ドライ
バと同様の機能性を備えていますが、さらに Oracleデータベース内で動作し、リモート・
データベースにアクセスできます。このドライバは、中間層として機能する Oracle Server
からリモート Oracle Serverへのアクセスに便利なドライバで、一般的には、ある Oracle 
Server（Javaストアド・プロシージャや Enterprise JavaBeansなど）の内部から別の Oracle 
Serverへのアクセスに使用されています。

サーバー側内部ドライバサーバー側内部ドライバサーバー側内部ドライバサーバー側内部ドライバ   Oracle JDBCサーバー側内部ドライバは、SQL操作を行うター
ゲットの Oracleデータベースで実行される、あらゆる Javaコードをサポートしています。
サーバー側内部ドライバを使用すると、Oracle8i JVMから直接 SQLエンジンに通信できる
ようになります。Oracle8iのストアド・プロシージャ、ストアド・ファンクション、トリ
ガー、Enterprise JavaBeansまたは CORBAオブジェクトとして SQLJコードを実行すると
きは、このサーバー側内部ドライバがデフォルトの JDBCドライバとして使用されます。 
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トランスレーション用ドライバの選択トランスレーション用ドライバの選択トランスレーション用ドライバの選択トランスレーション用ドライバの選択
ドライバ・マネージャ・クラスを選択し、トランスレーション用のドライバを指定するに
は、コマンドラインまたはプロパティ・ファイルで SQLJオプションを設定します。 

OracleDriver（デフォルト）以外のドライバ・マネージャ・クラスを選択するには、
SQLJの -driverオプションを使用します。 

SQLJの -urlオプションで接続 URLを指定するときは、選択した特定の JDBCドライバ
（Oracleデータベース用の Thinや OCI8など）も一緒に指定します。 

これらのオプションの詳細は、8-30ページの「接続オプション」を参照してください。

通常は、ソース・コードでランタイム接続用に指定したドライバを使用します。

ランタイムに使用するドライバの選択および登録ランタイムに使用するドライバの選択および登録ランタイムに使用するドライバの選択および登録ランタイムに使用するドライバの選択および登録
実行時にデータベースに接続するには、接続インスタンス
（sqlj.runtime.ref.DefaultContextクラスまたはそれ以外の宣言済みの接続コンテキ
スト・クラスのインスタンス）に対して指定した URLを認識するドライバ・マネージャを 1
つ以上登録する必要があります。

SQLJではこの登録が自動的に行えます。ただし、そのためにはOracle JDBCドライバを使
用し、標準の Oracle.connect()メソッド（後述の 4-8ページの「DefaultContextを使用
した単一接続または複数接続」を参照）でデフォルトの接続を作成してください。この
Oracle.connect()メソッドによって oracle.jdbc.driver.OracleDriverクラスが
自動的に登録されます。

Oracle JDBCドライバを使用し、Oracle.connect()を使用しない場合は、次のように
OracleDriverクラスを手動で登録する必要があります。

DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());

Oracle JDBCドライバを使用しない場合は、次のように適切なドライバ・クラスを登録する
必要があります。

DriverManager.registerDriver(new mydriver.jdbc.driver.MyDriver());

どの場合でも、接続 URL、ユーザー名およびパスワードの設定が必要です。詳細は 4-8ペー
ジの「DefaultContextを使用した単一接続または複数接続」を参照してください。
Oracle.connect()メソッドの詳細は、この項で説明します。

注意注意注意注意 : 前述の -driverオプションは、特定のドライバの選択には使用
できません。このオプションは、複数のドライバに使用できるドライバ・
マネージャ・クラス（あらゆる Oracle JDBCドライバに使用できる
OracleDriverなど）の登録に使用してください。
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接続の際の考慮事項接続の際の考慮事項接続の際の考慮事項接続の際の考慮事項
SQLJアプリケーションで使用するデータベース接続の選択にあたっては、次の点を考慮し
てください。

� 必要なデータベース接続が単一であるか複数であるか。 

� 複数の接続（また、必要に応じて複数のスキーマ）を使用する場合、各接続で同じ名前
の SQLエンティティ、つまり、表の名前、列の名前とデータ型、ストアド・プロシー
ジャの名前とシグネチャなどは、各接続のたびに同じ名前のものを使用するか。 

� トランスレーション時とランタイムにそれぞれ別の接続を使用するか、同じ接続を使用
するか。

データベース接続用の接続コンテキストのインスタンス（DefaultContextまたは宣言し
た接続コンテキスト・クラスのインスタンス）は、SQLJ実行文で指定します。接続コンテ
キストを指定せずに、デフォルトの接続（デフォルトとしてあらかじめ設定した
DefaultContextのインスタンス）を使用することも可能です。 

DefaultContextを使用した単一接続または複数接続を使用した単一接続または複数接続を使用した単一接続または複数接続を使用した単一接続または複数接続
ここでは、DefaultContextクラスの接続インスタンスのみを使用する場合について説明
します。 

単一接続や、名前とデータ型が同じ SQLエンティティを使用する複数接続では、代表的な
方法です。 

単一接続単一接続単一接続単一接続
単一接続の場合は、通常、DefaultContextクラスのインスタンスを 1つ使用します。
DefaultContextオブジェクトの作成時に、データベース URL、ユーザー名およびパス
ワードを指定します。

この作業は、oracle.sqlj.runtime.Oracleクラスの connect()メソッドで行えます。
このメソッドには複数のシグネチャがあり、たとえば、ユーザー名、パスワードおよび URL
を直接指定できるものや、プロパティ・ファイルに指定するものがあります。プロパティ・
ファイル connect.propertiesを使用した例を、次に示します。

Oracle.connect(MyClass.class, "connect.properties");

（MyClassはクラス名です。connect.propertiesの例は [ORACLE HOME]/sqlj/demo
および 2-8ページの「ランタイム接続の設定」にあります。） 

注意注意注意注意 : データベース処理の際に数種類の SQLエンティティを使用する場
合は、通常、新たに接続コンテキスト・クラスを宣言し、使用します。詳
細は、7-2ページの「接続コンテキスト」を参照してください。
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connect.propertiesに対しては、必要な編集とアプリケーションでのパッケージ化を
行ってください。この例では、oracle.sqlj.runtime.Oracleクラスのインポートも必
要です。

次のようにすると、ユーザー名、パスワードおよび URLを直接指定できます。

Oracle.connect("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl", "scott", "tiger");

この例では、JDBC Thinドライバを使用してユーザー scott（パスワード tiger）をマシ
ン localhost上のデータベースに、ポート 1521経由で接続します。orclは、マシン上の
接続先データベースの SIDです。 

どちらの場合も、DefaultContextクラスのインスタンスが生成され、デフォルトの接続
としてインストールされます。DefaultContextのインスタンスを直接操作する必要はあ
りません。

ここまでの手順を終えた後、アプリケーションの SQLJ実行文に対していっさい接続を指定
しないことも可能です。ただし、その場合は常にデフォルトの接続が使用されます。

ドライバを使用する場合は、前の例で示したように、ホスト名、ポート番号および SIDを
URLに指定してください。OCIドライバを使用する場合、Oracle SIDを指定できますが、
クライアントのデフォルト・アカウントを使用するときは SIDの指定を省略できます。かわ
りに、名前と値の対を使用することも可能です（詳細は、『Oracle8i JDBC開発者ガイドおよ
びリファレンス』を参照してください）。次に示した例のうち 1番目は SIDorclを使用して
データベースに接続する例で、2番目はクライアントのデフォルト・アカウントに接続する
例です。

jdbc:oracle:oci8:@orcl
jdbc:oracle:oci8:@
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複数接続複数接続複数接続複数接続
複数接続の場合は、DefaultContextクラスのインスタンスをさらに作成して使用します。
前項の「単一接続」で作成したデフォルト接続もそのまま使用できます。

DefaultContextのインスタンスを作成するには、次の例のように
Oracle.getConnection()メソッドを使用します。

最初に、これまでに作成したデフォルト接続を大半の文で使用し、残りの文では別の接続を
使用するとします。DefaultContextのインスタンスを新たに 1つ作成する必要がありま
す。

DefaultContext ctx = Oracle.getConnection (
   "jdbc:oracle:thin:@localhost2:1521:orcl2", "bill", "lion");

（同一スキーマに対して複数の操作を行う場合は、ctxで scott/tigerスキーマを使用す
ることも可能です。）

デフォルトの接続を使用する場合は、接続コンテキストを指定する必要はありません。

#sql { SQL operation };

追加した接続を使用する場合は、接続として ctxを指定します。

#sql [ctx] { SQL operation };

注意注意注意注意 : 

� デフォルトの接続がすでに設定されていれば、Oracle.connect()
を指定した場合でもデフォルトの接続が再設定されることはありませ
ん。この場合は、NULLが戻されます。（この機能により、クライアン
トとサーバーで同じコードを使用できます。）デフォルトの接続を指
定変更するには、DefaultContextクラスの static 
setDefaultContext()メソッドを使用します。詳細は、次の項目
を参照してください。

� Oracle.connect()メソッドの自動コミット・フラグのデフォルト
値は falseですが、このメソッドのシグネチャは明示的に設定でき
ます。 4-14ページの「Oracleクラスについて」を参照してください。 
自動コミットの機能の概要は、4-26ページの「基本的なトランザク
ション制御」を参照してください。（Oracle JDBCの自動コミット・フ
ラグのデフォルト値は trueです。）

� Oracle.connect()をコールする方法としては、MyClass.class
のかわりに getClass()を指定する方法もあります。ただし、この
指定は getClass()を staticメソッドからコールしない場合にのみ有
効です。SQLJデモ・アプリケーションには、この例がいくつかあり
ます。
4-10  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス



接続の際の考慮事項
次の例では、複数の接続を使用します。各接続は、DefaultContextの名前付きインスタ
ンスです。この場合は、デフォルト接続との切替えなどを行えます。

次の文は、同一スキーマに対して複数の接続を確立します（複数のデータベース・セッショ
ンまたはトランザクションを使用する場合など）。接続ごとに DefaultContextクラスの
インスタンスを作成します。

DefaultContext ctx1 = Oracle.getConnection (
   "jdbc:oracle:thin:@localhost1:1521:orcl1", "scott", "tiger");
DefaultContext ctx2 = Oracle.getConnection (
   "jdbc:oracle:thin:@localhost1:1521:orcl1", "scott", "tiger");

接続コンテキストのインスタンスが 2つ作成されます。どちらも、Oracle JDBC Thinドライ
バを介して、マシン localhost1上のデータベース SID orcl1の scott/tigerに接続し
ます。

次に、スキーマごとにそれぞれ別の接続を使用する場合を想定します。この場合も、接続ご
とに DefaultContextクラスのインスタンスを作成します。

DefaultContext ctx1 = Oracle.getConnection (
   "jdbc:oracle:thin:@localhost1:1521:orcl1", "scott", "tiger");
DefaultContext ctx2 = Oracle.getConnection (
   "jdbc:oracle:thin:@localhost2:1521:orcl2", "bill", "lion");

接続コンテキストのインスタンスが 2つ作成されます。この 2つのインスタンスは、同じ
Oracle JDBC Thinドライバを介して、それぞれ別のスキーマを使用します。ctx1オブジェ
クトは、マシン localhost1上のデータベース SID orcl1にある scott/tigerに接続し
ます。一方、ctx2オブジェクトは、マシン localhost2上のデータベース SID orcl2に
ある bill/lionに接続します。 

アプリケーションの SQLJ実行文でこれらの接続を交互に切り替える方法には、次の 2通り
があります。

� 接続の切替え頻度が高い場合に、アプリケーションの各文に対して、次のように接続を
指定する方法。

#sql [ctx1] { SQL operation };
...
#sql [ctx2] { SQL operation };

注意注意注意注意 : 接続コンテキストのインスタンスの名前は、必ず大カッコで囲み
ます。大カッコも構文の構成要素です。
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または、次のように指定します。

� コード・フロー内の行で片方の接続を複数回連続して使用する場合、デフォルト接続を
リセットするために、DefaultContextクラスの static setDefaultContext()メ
ソッドを定期的に使用する方法。この方法では、SQLJ文で接続を指定する必要があり
ません。 

DefaultContext.setDefaultContext(ctx1);
...
#sql { SQL operation };   // These three statements all use ctx1
#sql { SQL operation };
#sql { SQL operation };
...
DefaultContext.setDefaultContext(ctx2);
...
#sql { SQL operation };   // These three statements all use ctx2
#sql { SQL operation };
#sql { SQL operation };
...

接続の終了接続の終了接続の終了接続の終了
接続が完了した後、接続コンテキスト・インスタンスを終了してください。finally句
（アプリケーションが例外時に終了した場合）および try/catchブロックで終了を指定す
ることをお薦めします。

DefaultContextクラス（およびその他のあらゆる接続コンテキスト・クラス）には、
close()メソッドが用意されています。この close()メソッドをコールすると、SQLJ接続コ
ンテキスト・インスタンスが終了し、デフォルトでは、基になる JDBC接続インスタンスお
よび物理的なデータベース接続も終了します。

また、oracle.sqlj.runtime.Oracleクラスに用意されている static close()メソッド
を使用すると、デフォルトの接続のみが終了します。

次の例では、あらゆる接続コンテキスト・クラスのインスタンスを ctxとして示した場合を
想定しています。

...
finally
{
   ctx.close();
}
...

注意注意注意注意 : 前述の文では接続コンテキストを指定していないため、変換時に
デフォルトの接続コンテキストかどうかが文ごとにチェックされます。
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次のようにも指定できます（finally句が try/catchブロック内部に指定されていない
場合）。

...
finally
{
   try { ctx.close(); } catch(SQLException ex) {...}
}
...

デフォルトの接続を終了する方法としては、Oracleクラスに用意されている close()メ
ソッドを使用する方法もあります。

...
finally
{
   Oracle.close();
}
...

接続を終了する際は、必ず、保留になっている変更をコミットまたはロールバックしてくだ
さい。接続終了時に暗黙的な COMMIT操作が行われるかどうかは、JDBC規格には明示され
ておらず、またベンダーによっても異なります。Oracleの場合、接続終了時に暗黙的な
COMMITが行われるようになっています。また、ガベージ・コレクションが実行中のために
接続が未終了のまま滞ったときには、暗黙の ROLLBACKが行われるようになっていますが、
こうしたメカニズムに頼ることはなるべく避けてください。

宣言済みの接続コンテキスト・クラスを使用した複数接続宣言済みの接続コンテキスト・クラスを使用した複数接続宣言済みの接続コンテキスト・クラスを使用した複数接続宣言済みの接続コンテキスト・クラスを使用した複数接続
数種類の SQLエンティティを使用した接続の場合は、接続コンテキストの宣言によって、
接続コンテキスト・クラスをさらに定義すると利便性が高まります。使用する SQLエン
ティティごとに個別の接続コンテキスト・クラスを作成すると、SQLJではコードのセマン
ティクス・チェックがより厳密に行われます。

詳細は、7-2ページの「接続コンテキスト」を参照してください。

注意注意注意注意 : 基になる接続（共有接続の場合）を終了せずに、接続コンテキス
ト・インスタンスを終了することも可能です。 7-35ページの「共有接続の
クローズ」を参照してください。
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Oracleクラスについてクラスについてクラスについてクラスについて
Oracle SQLJの oracle.sqlj.runtime.Oracleクラスでは、DefaultContextクラス
のインスタンスを簡単に作成して使用できます。 

static connect()メソッドは DefaultContextオブジェクトのインスタンスを作成し、暗
黙でデフォルトの接続としてインストールします。connect()から戻された
DefaultContextのインスタンスの代入や使用は、任意に行ってください。デフォルトの
接続がすでに確立されていると、connect()から NULLが戻されます。

static getConnection()メソッドでは、DefaultContextオブジェクトのインスタンスが
簡単に生成されます。戻り値としてのインスタンスは、必要に応じて代入し、使用できます。

oracle.jdbc.driver.OracleDriverクラスをCLASSPATHに指定すると、どちらのメソッ
ドを使用しても Oracle JDBCドライバ・マネージャが自動的に登録されるようになります。 

static close()メソッドは、デフォルトの接続を終了するメソッドです。

Oracle.connect()メソッドおよびメソッドおよびメソッドおよびメソッドおよび Oracle.getConnection()メソッドのシグネメソッドのシグネメソッドのシグネメソッドのシグネ
チャチャチャチャ
各メソッドのシグネチャは、次のパラメータを入力としてとります。

� URL（String）、ユーザー名（String）、パスワード（String）

� URL（String）、ユーザー名（String）、パスワード（String）、自動コミット・フ
ラグ（boolean）

� URL（String）、java.util.Propertiesオブジェクト（接続のプロパティが格納さ
れているオブジェクト）

� URL（String）、java.util.Propertiesオブジェクト、自動コミット・フラグ
（boolean）

� ユーザー名やパスワードなど、接続を詳細に指定する URL（String）

次に示す URL文字列のフォーマットの例では、ユーザー名（scott）およびパスワー
ド（tiger）が指定されており、Oracle JDBCドライバとしては Thinドライバが使用
されています。

"jdbc:oracle:thin:scott/tiger@localhost:1521:orcl"

� URL（String）、自動コミット・フラグ（boolean）

� クラスの java.lang.Classオブジェクト（プロパティ・ファイルのロード用）、プロ
パティ・ファイル名（String）

� java.lang.Classオブジェクト、プロパティ・ファイル名（String）、自動コミッ
ト・フラグ（boolean）

� java.lang.Classオブジェクト、プロパティ・ファイル名（String）、ユーザー名
（String）、パスワード（String）
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� java.lang.Classオブジェクト、プロパティ・ファイル名（String）、ユーザー名
（String）、パスワード（String）、自動コミット・フラグ（boolean）

� JDBC接続オブジェクト（Connectionまたは OracleConnection）

� SQLJ接続コンテキスト・オブジェクト

最後の 2つのシグネチャは既存のデータベース接続を引き継ぎます。接続を引き継ぐと、そ
の接続に対する自動コミットの設定も引き継がれます。

connect()コールおよび getConnection()コールのいくつかの例については、4-8ペー
ジの「DefaultContextを使用した単一接続または複数接続」の項を参照してください。

Oracle.close()メソッドのオプションのパラメータメソッドのオプションのパラメータメソッドのオプションのパラメータメソッドのオプションのパラメータ
デフォルトの接続をクローズするのに Oracle.close()メソッドを使用すると、基になる
物理的なデータベース接続をクローズするかしないかを指定できます。デフォルトでは、接
続のクローズが指定されます。複数の接続オブジェクト間において物理的な接続を共有して
いる場合には、この指定は重要です。そのオブジェクトが、SQLJ接続コンテキスト・イン
スタンスまたは JDBC接続インスタンスのどちらの場合にも、当てはまります。 

基になる物理的な接続を、オープンした状態に保つには、次のようにします。

Oracle.close(ConnectionContext.KEEP_CONNECTION);

基になる物理的な接続をクローズするには、次のようにします。

Oracle.close(ConnectionContext.CLOSE_CONNECTION);

KEEP_CONNECTIONおよび CLOSE_CONNECTIONは、ConnectionContextインタフェー
スの static定数です。

これらのパラメータの使用方法および共有接続の詳細は、7-35ページの「共有接続のクロー
ズ」を参照してください。

注意注意注意注意 : 自動コミット・フラグは、SQL操作を自動的にコミットするかし
ないかを指定するフラグです。Oracle.connect()メソッドおよび
Oracle.getConnection()メソッドの場合にのみ、デフォルトは
falseになっています。デフォルト値を使用すると、入力として自動コ
ミットをとらないシグネチャを使用できます。（ただし、コンストラクタを
使用して、DefaultContextなどの接続コンテキスト・クラスのインスタ
ンスを作成する場合は、自動コミットの設定を指定する必要があります）

（Oracle JDBCの自動コミット・フラグは、デフォルトとして trueを取り
ます。）

自動コミット・フラグの詳細は 4-26ページの「基本的なトランザクション
制御」を参照してください。
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DefaultContextクラスについてクラスについてクラスについてクラスについて
sqlj.runtime.ref.DefaultContextクラスは、接続コンテキスト・クラスの完全なデ
フォルト実装を提供します。 接続コンテキストを宣言して作成したクラスと同じように、
DefaultContextクラスも sqlj.runtime.ConnectionContextインタフェースを実装
します。（このインタフェースの詳細は 7-8ページの「接続コンテキスト・クラスの実装と機
能」を参照してください。）

DefaultContextクラスのクラス定義は、次のように宣言したときに SQLJトランスレー
タで生成される定義と同じです。 

#sql public context DefaultContext;

DefaultContextメソッドメソッドメソッドメソッド
DefaultContextクラスには、重要なメソッドが 4つ用意されています。

� getConnection() - 基になる JDBC接続オブジェクトを取得します。このメソッドは、
アプリケーションでの動的 SQL操作に JDBCを使用するときに便利です。基になる
JDBC接続オブジェクトの setAutoCommit()メソッドを使用すると、接続の自動コ
ミット・フラグを設定できます。

� setDefaultContext() - アプリケーションがデフォルトで使用する接続を設定する
staticメソッドです。入力として DefaultContextインスタンスを取ります。SQLJ
実行文で接続コンテキストのインスタンスを指定しないと、このメソッド（または
Oracle.connect()メソッドで定義した）デフォルト接続が使用されます。

� getDefaultContext() - staticメソッドの一種です。アプリケーションのデフォル
ト接続として現在定義されている DefaultContextのインスタンスを戻します（デ
フォルトの接続は、setDefaultContext()メソッドで定義します）。

� close() - 接続コンテキスト・クラスと同様、DefaultContextクラスには、接続コ
ンテキスト・インスタンスを終了する close()メソッドが用意されています。

getConnection()メソッドおよび close()メソッドは、
sqlj.runtime.ConnectionContextインタフェースで指定します。

注意注意注意注意 : クライアント側では、setDefaultContext()をあらかじめ
コールしないと、getDefaultContext()からの戻り値が NULLになり
ます。一方、サーバー側で getDefaultContext()を使用した場合、戻
り値としてデフォルトの接続（つまりサーバー自体への接続）が戻されま
す。
4-16  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス



接続の際の考慮事項
DefaultContextコンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ
通常は、Oracle.connect()または Oracle.getConnection()メソッドを使用して
DefaultContextのインスタンスを作成します。ただし、DefaultContextの場合、5つ
のコンストラクタのうちのいずれかを使用すると、インスタンスを直接作成できます。これ
らのコンストラクタは、次のパラメータを入力としてとります。 

� URL（String）、ユーザー名（String）、パスワード（String）、自動コミット
（boolean）

� URL（String）、java.util.Propertiesオブジェクト、自動コミット（boolean）

� URL（ユーザー名やパスワードなど、接続の詳細を指定する String）、自動コミットの
設定（boolean）

次に示す URL文字列のフォーマットの例では、ユーザー名（scott）およびパスワー
ド（tiger）が指定されており、Oracle JDBCドライバとしては Thinドライバが使用
されています。

"jdbc:oracle:thin:scott/tiger@localhost:1521:orcl"

� JDBC接続オブジェクト

� SQLJ接続コンテキスト・オブジェクト

最後の 2つは、既存のデータベース接続を引き継ぐためのパラメータです。接続を引き継ぐ
と、その接続に対する自動コミットの設定も引き継がれます。

DefaultContextインスタンスを作成する例を、次に示します。

DefaultContext defctx = new DefaultContext
          ("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl", "scott", "tiger", false);

接続コンテキスト・クラスは、Oracle.connect()メソッドとは異なり、自動コミットの
設定が必要です。
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DefaultContext close()メソッドのオプションのパラメータメソッドのオプションのパラメータメソッドのオプションのパラメータメソッドのオプションのパラメータ
（DefaultContextクラスをはじめとする、あらゆるクラスの）接続コンテキスト・インス
タンスをクローズするときは、基になる物理的なデータベース接続をクローズするかしない
かを指定できます。デフォルトでは、接続のクローズが指定されます。複数の接続オブジェ
クト間において物理的な接続を共有している場合には、この指定は重要です。そのオブジェ
クトが、SQLJ接続コンテキスト・インスタンスまたは JDBC接続インスタンスのどちらの
場合にも、当てはまります。DefaultContextのインスタンス defctxを想定した例を、
いくつか次に示します。

基になる物理的な接続を、オープンした状態に保つには、次のようにします。

defctx.close(ConnectionContext.KEEP_CONNECTION);

基になる物理的な接続をクローズするには、次のようにします。

defctx.close(ConnectionContext.CLOSE_CONNECTION);

KEEP_CONNECTIONおよび CLOSE_CONNECTIONは、ConnectionContextインタフェー
スの static定数です。

これらのパラメータの使用方法および共有接続の詳細は、7-35ページの「共有接続のクロー
ズ」を参照してください。

注意注意注意注意 : 

� 前述のコンストラクタのうち、最初の 3つを使用するには、あらかじ
め JDBCドライバを登録する必要があります。ドライバを自動的に登
録するには、Oracle JDBCドライバを使用し、Oracle.connect()
をコールします。 手動で登録する場合には、4-7ページの「ランタイム
に使用するドライバの選択および登録」を参照してください。

� 宣言した接続コンテキスト・クラスのコンストラクタ・シグネチャ
は、DefaultContextクラスと同じです。

� JDBC接続オブジェクトを引数とするコンストラクタを使用する場合
は、接続コンテキスト・インスタンスを NULL JDBCで初期化しない
でください。

� 自動コミットの設定では、SQL操作が自動的にコミットされるかどう
かが定義されます。 詳細は、4-26ページの「基本的なトランザクショ
ン制御」を参照してください。 
4-18  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス



接続の際の考慮事項
トランスレーション時の接続トランスレーション時の接続トランスレーション時の接続トランスレーション時の接続
トランスレーションの際にオンライン・セマンティクス・チェックを使用する場合は、SQLJ
用のデータベース接続（基本スキーマと総称されます）を使用することを指定します。詳細
は、7-2ページの「接続コンテキストの概要」を参照してください。

トランスレーション時とランタイムとで別々の接続を使用できます。実際に別々の接続を使
用する必要のある場合が多く、またそうすることをお薦めします。現在開発を行っている環
境と将来アプリケーションを実行する環境とが異なる場合は、別々の接続を使用する必要が
生じる場合がありますが、トランスレーション時にランタイム接続を使用できる場合にも、
オンライン・チェックの精度を高めるためにはリソースを絞り込んでアカウントを作成する
方が望ましいといえます。実際にこの精度を高めるには、ランタイム接続時にアプリケー
ションで使用される SQLエンティティのサブセットを少量にする方法があります。アプリ
ケーションで実際に使用する SQLエンティティのみに絞り込んだ基本スキーマを作成する
と、オンライン・チェックの精度と信頼度が高まります。

トランスレーション時の接続を指定するには、コマンドラインまたはプロパティ・ファイル
で SQLJトランスレータの接続オプション（-url、-userおよび -password）を使用しま
す。

これらのオプションの詳細は、8-30ページの「接続オプション」を参照してください。

カスタマイズ時の接続カスタマイズ時の接続カスタマイズ時の接続カスタマイズ時の接続
一般に、Oracleのカスタマイズではデータベース接続は不要ですが、Oracle SQLJではカス
タマイザ接続がサポートされています。 これは、2つの環境で利用できます。

� 使用する Oracleカスタマイザの optcolsオプションを使用可能にすると、接続が必須
になります。このオプションを使用すると、イテレータ列型およびサイズは、パフォー
マンスが最適化されるように定義されます。

� SQLCheckerCustomizerと呼ばれる、プロファイルに対してセマンティクス・チェッ
クを実行する特別なカスタマイザを使用した場合、オンライン・チェッカ（デフォルト
では使用）を使用するためには接続が必要になります。

optcolsオプションは、Oracleカスタマイザ固有のオプションです。 10-24ページの
「Oracleカスタマイザの列定義オプション（optcols）」を参照してください。

SQLCheckerCustomizerは、Oracleカスタマイザ・ハーネスの verifyオプションを指
定すると起動されるようになります。 10-36ページの「プロファイルのセマンティクス・
チェック用の SQLCheckerCustomizer」を参照してください。

どのようなカスタマイザを使用する場合にも、カスタマイザ用の接続パラメータを指定しま
す。この指定には、カスタマイザ・ハーネスの user、password、 urlおよび driverオプ
ションを使用します。 10-16ページの「カスタマイザ・ハーネスの接続用オプション」を参照
してください。
プログラミング上の主な考慮事項  4-19



NULLの処理
NULLの処理の処理の処理の処理
Javaの基本型（int、double、floatなど）は、NULL値をとりません。結果式およびホ
スト式の型を選択するときは、このことに注意してください。

NULL処理用のラッパー・クラス処理用のラッパー・クラス処理用のラッパー・クラス処理用のラッパー・クラス
JDBCでは NULLを 0（つまり特定のデータ型の false）として取り出しますが、これとは
対照的に、SQLJでは SQLの NULLを Javaの NULLとして取り出すことが一貫して施行さ
れています。そのため、SQLのNULLが入力されたとしても、SQLJでは Javaの基本型を
出力変数としては使用しないでください。Javaの基本型は、NULL値をとらないためです。 

このことは、結果式、出力ホスト式、入出力ホスト式およびイテレータ列の型について当て
はまるので、注意が必要です。Javaの基本型を受取り用にして SQLの NULLを取り出そう
とすると、sqlj.runtime.SQLNullExceptionが発生し、代入が行われなくなります。 

Javaの基本型に NULL値が代入されるのを避けるには、基本型のかわりに次のラッパー・
クラスを使用します。

� java.lang.Boolean

� java.lang.Byte

� java.lang.Short

� java.lang.Integer

� java.lang.Long

� java.lang.Double

� java.lang.Float

基本型の値に変換し直す必要が生じた場合は、ラッパー・クラスの xxxValue()メソッド
を使用してください。たとえば、intValue()を使用すると、int値が Integerオブジェ
クトから戻され、floatValue()を使用すると、float値が Floatオブジェクトから戻さ
れます。このメソッドは、次の例に示したように使用します。この例では、intobjを
Integerオブジェクトとして想定しています。

int j = intobj.intValue();
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NULL処理の例処理の例処理の例処理の例
次に、java.langラッパー・クラスを使用して NULLデータを処理する例を示します。

例例例例 : NULL入力ホスト変数入力ホスト変数入力ホスト変数入力ホスト変数  次の例では、Floatオブジェクトを使用して、NULL値をデータ
ベースに渡します。この場合は、Javaの基本型 floatを使用できません。 

例 : 

int empno = 7499; 
Float commission = null;

#sql { UPDATE emp SET comm = :commission WHERE empno = :empno };

例例例例 : NULLイテレータ行イテレータ行イテレータ行イテレータ行  次の例では、NULLデータに対応できるように、イテレータに
Double列型を使用します。 

EMP表の従業員のうち、給与が $50,000以上の従業員の名前（ENAME）と歩合（COMM）をイ
テレータに取り出します。次に各行をテストして、COMMフィールドが実際にNULLになっ
ているかどうかを調べます。NULLの場合は、NULLの処理が行われます。

次のような宣言があるとします。

#sql iterator EmployeeIter (String ename, Double comm);

例 : 

EmployeeIter ei;
#sql ei = { SELECT ename, comm FROM emp WHERE sal >= 50000 };

while (ei.next())
{
   if (ei.comm() == null) 
      System.out.println(ei.ename() + " is not on commission.");
}
ei.close();
...

注意注意注意注意 : 

� SQLNullExceptionは、標準 java.sql.SQLExceptionクラスの
サブクラスです。4-25ページの「SQLExceptionサブクラスの使用方
法」を参照してください。

� Javaのオブジェクトは NULL値を格納できます。したがって、SQLJ
では、他のホスト言語（C、C++、COBOLなど）と異なり、標識変
数を必要としません。 
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例外処理の基本例外処理の基本例外処理の基本例外処理の基本
ここでは、SQLJアプリケーションにおける例外処理の基本として、エラー・チェック要件
などについて説明します。

SQLJおよびおよびおよびおよび JDBCの例外処理要件の例外処理要件の例外処理要件の例外処理要件
SQLJ実行文は、sqlj.runtimeからの JDBCコールになります。JDBCでは、SQLの例外
をキャッチまたは発生させる必要があります。したがって、SQLJでも、SQLJ実行文を含む
ブロックで、SQLの例外をキャッチまたは発生させる必要があります。適切な例外処理を組
み込んでおかないと、ソース・コードのコンパイル時にエラーが発生することがあります。

SQL例外処理には、java.sql.SQLExceptionクラスが必要です。このクラスは、
java.sql.*パッケージをインポートすると使用可能になります。

例例例例 : 例外処理例外処理例外処理例外処理  SQLJアプリケーションに必要な基本的な例外処理の例です。mainメソッド
では try/catchブロックを使用します。もう 1つのメソッドは、mainからコールされ、
必要な場合にコール側の mainに対して例外を発生させます。

/* Import SQLExceptions class.  The SQLException comes from
   JDBC. Executable #sql clauses result in calls to JDBC, so methods
   containing executable #sql clauses must either catch or throw
   SQLException.  
 */
import java.sql.* ;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;

// iterator for the select

#sql iterator MyIter (String ITEM_NAME);

public class TestInstallSQLJ 
{
  //Main method
  public static void main (String args[]) 
  {
    try { 
      /* if you're using a non-Oracle JDBC Driver, add a call here to
         DriverManager.registerDriver() to register your Driver
      */

      // set the default connection to the URL, user, and password
      // specified in your connect.properties file
      Oracle.connect(TestInstallSQLJ.class, "connect.properties");

      TestInstallSQLJ ti = new TestInstallSQLJ();
      ti.runExample(); 
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    } catch (SQLException e) { 
      System.err.println("Error running the example: " + e);
    }

  } //End of method main

  //Method that runs the example
  void runExample() throws SQLException
  {
      //Issue SQL command to clear the SALES table
    #sql { DELETE FROM SALES };
    #sql { INSERT INTO SALES(ITEM_NAME) VALUES ('Hello, SQLJ!')};

    MyIter iter;
    #sql iter = { SELECT ITEM_NAME FROM SALES };

    while (iter.next()) {
      System.out.println(iter.ITEM_NAME());
    }
  }
}

例外の処理例外の処理例外の処理例外の処理
ここでは、SQLJアプリケーションにおける例外の処理および解析方法について説明します。
ランタイムの例外の発生元は次のいずれかです。

� SQLJランタイム

� JDBCドライバ

� RDBMS

SQLJランタイムで発生するエラーの一覧は、B-40ページの「ランタイム・メッセージ」を
参照してください。 

Oracle JDBCドライバで発生するエラーの一覧は、『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 RDBMSで発生するエラーの一覧は『Oracle8iエラー・メッセージ』のリファレンス
を参照してください。
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エラー・テキストの出力エラー・テキストの出力エラー・テキストの出力エラー・テキストの出力
前項の例では、SQL例外の捕捉方法およびエラー・メッセージの出力方法を示しました。こ
の項でも同じ例を使用します。

...
try {
...
} catch (SQLException e) { 
      System.err.println("Error running the example: " + e); 
}
...

この結果、SQLExceptionオブジェクトからのエラー・テキストが出力されます。 

エラー情報を取り出すには、SQLExceptionクラスの getMessage()、getErrorCode()
および getSQLState()メソッドを使用します。詳細は、次の項で説明します。

この例に示したようにエラー・テキストを出力すると、エラー・メッセージの他に
「SQLException」などのテキストも出力されます。

SQLの状態およびエラー・コードの取出しの状態およびエラー・コードの取出しの状態およびエラー・コードの取出しの状態およびエラー・コードの取出し
java.sql.SQLExceptionクラスとサブクラスには、メソッド getMessage()、
getErrorCode()および getSQLState()があります。これらのメソッドを使用すると、
例外の発生元およびエラー例外の実装方法に応じて、次のような補足情報が得られます。

� getMessage()

SQLJランタイムまたは JDBCドライバで発生したエラーに対してこのメソッドを使用
すると、接頭辞なしのエラー・メッセージが戻されます。RDBMSで発生したエラーに
対してこのメソッドを使用すると、接頭辞として ORA番号の付いたエラー・メッセージ
が戻されます。

� getErrorCode()

SQLJランタイムで発生したエラーに対しては、このメソッドを使用しても役立つ情報
は戻されません。JDBCドライバまたは RDBMSで発生したエラーに対してこのメソッ
ドを使用すると、接頭辞として 5桁からなる ORA番号が戻されます。

� getSQLState()

SQLJランタイムで発生したエラーに対してこのメソッドを使用すると、SQLの状態を
示す 5桁のコードが戻されます。JDBCドライバで発生したエラーに対しては、このメ
ソッドを使用しても役立つ情報は戻されません。RDBMSで発生したエラーに対してこ
のメソッドを使用すると、SQLの状態を示す 5桁のコードが戻されます。コードは、
NULLの戻り値を扱えるように作成してください。
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次に、前述の例と同様にエラー・メッセージを出力し、さらに SQLの状態をチェックする
例を示します。

...
try {
...
} catch (SQLException e) { 
      System.err.println("Error running the example: " + e); 
      String sqlState = e.getSQLState();
      System.err.println("SQL state = " + sqlState); 
}
...

SQLExceptionサブクラスの使用方法サブクラスの使用方法サブクラスの使用方法サブクラスの使用方法
エラー・チェックを特化するには、java.sql.SQLExceptionクラスのサブクラスを使用
します。

SQLJには、sqlj.runtime.NullExceptionクラスというエラー・チェック用のサブクラ
スが 1つ用意されています。Javaの基本型変数に NULL値が戻された場合は、このクラス
でキャッチしてください。（Javaの基本型は NULLを処理できないため。）

バッチ処理が有効な環境では、標準 java.sql.BatchUpdateExceptionサブクラスを使
用できます。詳細は、A-14ページの「バッチ実行中のエラー状態」を参照してください。

SQLExceptionサブクラスを使用する際は、事前にサブクラスの例外をキャッチしてから、
SQLExceptionをキャッチしてください。次に例を示します。

...
try {
...
} catch (SQLNullException ne) {
     System.err.println("Null value encountered: " + ne); }
  catch (SQLException e) { 
     System.err.println("Error running the example: " + e); }
...

このようにすると、サブクラスの例外も SQLExceptionとしてキャッチできるためです。
SQLExceptionを先にキャッチすると、サブクラスの例外に対しては特別な処理が行われ
なくなります。
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基本的なトランザクション制御基本的なトランザクション制御基本的なトランザクション制御基本的なトランザクション制御
ここでは、データベースに対する変更の管理方法について説明します。

より詳細なトランザクション制御の機能であるアクセス・モードと分離レベルに対する
SQLJサポートの詳細は 7-28ページの「詳細なトランザクション制御」を参照してください。

トランザクションの概要トランザクションの概要トランザクションの概要トランザクションの概要
トランザクションは、Oracleで 1つの単位として順次処理される SQL操作です。次の処理
を行った後の SQL実行文でトランザクションが開始されます。

� データベースへの接続

� COMMIT（変更内容を自動的にまたは手動でデータベースにコミットします）

� ROLLBACK（データベースへの変更を取り消します）

トランザクションは、COMMIT操作または ROLLBACK操作で終了します。

自動コミットと手動コミットとの違い自動コミットと手動コミットとの違い自動コミットと手動コミットとの違い自動コミットと手動コミットとの違い
SQLJまたは JDBCを使用すると、自動でも手動でも、変更内容をデータベースにコミット
できます。どちらの場合も、新規のトランザクションは COMMIT操作で開始されます。変更
内容の自動コミットを指定するには、SQLJ接続を定義するときの自動コミット・フラグを
使用可能にするか、または既存の接続を表す JDBCの Connectionオブジェクトに用意され
ている setAutoCommit()メソッドを使用します。手動で制御するには、自動コミット・
フラグを使用禁止にし、SQLJの COMMIT文および ROLLBACK文を使用します。

自動コミットを使用可能にすると、手間が省けますが、細かい制御ができません。たとえ
ば、変更内容のロールバックができません。また、自動コミット・モードでは、SQLJや
JDBCの一部の機能を使用できません。そのため、バッチ更新や SELECT FOR UPDATE構
文を使用する場合などは、自動コミット・フラグを使用禁止にする必要があります。

注意注意注意注意 : Oracleデータベースでは、どの DDLコマンド（CREATEや
ALTERなど）を実行したときにも、暗黙的な COMMITが実行されます。
この場合、DDLコマンドの他、前に実行した DMLコマンド（INSERT、
DELETE、UPDATEなど）のうちコミットやロールバックが未実行のもの
は、すべてコミットの対象になります。
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接続を定義する際の自動コミットの指定接続を定義する際の自動コミットの指定接続を定義する際の自動コミットの指定接続を定義する際の自動コミットの指定
Oracle.connect()または Oracle.getConnection()メソッドで DefaultContext
のインスタンスを作成し、接続を定義すると、自動コミット・フラグがデフォルトで false
に設定されます。ただし、これらのメソッドのシグネチャでは、このフラグを明示的に設定
できます。自動コミット・フラグは、必ず最後のパラメータで指定します。 

次に、DefaultContextのインスタンスを作成し、自動コミット・モードのデフォルト値
falseを使用する例を示します。

Oracle.getConnection (
   "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl", "scott", "tiger");

trueに設定するには、次のように指定します。

Oracle.getConnection (
   "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl", "scott", "tiger", true);

Oracle.connect()および Oracle.getConnection()のシグネチャの一覧は 4-14ペー
ジの「Oracleクラスについて」を参照してください。

コンストラクタで接続コンテキストのインスタンスを作成する場合は、DefaultContext
クラスの場合でも、宣言済みの接続コンテキスト・クラスの場合でも、自動コミットの設定
を指定する必要があります。この設定のフラグも、次のように最後のパラメータで指定しま
す。

DefaultContext ctx = new DefaultContext (
   "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl", "scott", "tiger", false);

DefaultContextコンストラクタのシグネチャの一覧は 4-16ページの「DefaultContextク
ラスについて」を参照してください。

クライアント側で実行するプログラムの場合は、JDBCの Connectionインスタンスを直接
生成すると、自動コミット・フラグがデフォルトで trueに設定されます。サーバー側で実
行するプログラムの場合は、デフォルトで falseに設定されます。 （JDBCの Connection
インスタンスを直接生成するときは、自動コミットの設定値を指定できません。ただし、
setAutoCommit()メソッドを使用すると、この設定値を変更できます。詳細は 4-28ペー
ジの「既存の接続の自動コミットに対する変更」を参照してください。）

注意注意注意注意 : 自動コミット機能は、サーバー側の JDBC内部ドライバではサ
ポートされていません。
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既存の接続の自動コミットに対する変更既存の接続の自動コミットに対する変更既存の接続の自動コミットに対する変更既存の接続の自動コミットに対する変更
既存の接続の場合は、自動コミット・フラグの設定変更は通常不要ですが、必要であれば変
更できます。変更するには、JDBCの基底 Connectionオブジェクトの setAutoCommit()
メソッドを使用します。 

JDBC接続基底オブジェクトを取得するには、SQLJの接続コンテキスト・インスタンスの
getConnection()メソッドを使用します。つまり、DefaultContextクラスのインスタ
ンスのメソッドを使用するか、または宣言済みの接続コンテキスト・クラスのインスタンス
のメソッドを使用します。

この 2つの操作を一度に行うには、次のように指定します。この例では、ctxを SQLJの接
続コンテキストのインスタンスとしています。

ctx.getConnection().setAutoCommit(false);

または、次のように指定します。

ctx.getConnection().setAutoCommit(true);

手動手動手動手動 COMMITまたはまたはまたはまたは ROLLBACKの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
自動コミット・フラグを無効にした場合は、データベースの変更を手動でコミットする必要
があります。

最終の COMMIT操作以降に加えられた変更内容（更新、挿入または削除など）をコミットす
るには、次のように SQLJの COMMIT文を使用します。

#sql { COMMIT };

最終の COMMIT操作以降に加えられた変更内容のロールバック（取消し）を行うには、次の
ように SQLJの ROLLBACK文を使用します。

#sql { ROLLBACK };

自動コミットを使用可能にしたときは、COMMITコマンドや ROLLBACKコマンドを使用しな
いでください。使用した場合は、未指定の動作（または SQL例外）が発生します。

注意注意注意注意 : トランザクションの処理中には、自動コミットの設定を変更でき
ません。
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イテレータおよび結果セットに対するコミットおよびロールバックの影響イテレータおよび結果セットに対するコミットおよびロールバックの影響イテレータおよび結果セットに対するコミットおよびロールバックの影響イテレータおよび結果セットに対するコミットおよびロールバックの影響
COMMIT操作（自動または手動）および ROLLBACK操作は、オープンしている結果セットと
イテレータには反映されません。結果セットとイテレータはオープンしたままであり、それ
ぞれの内容は SELECT文を実行したときのデータベースの状態が引き続き反映されていま
す。

UPDATE、INSERTおよび DELETE文を SELECT文の後に実行した場合も同じです。これら
の文を実行しても、オープンしている結果セットとイテレータの内容は変わりません。

SELECT、UPDATEおよび COMMITの各操作をこの順に実行した場合を考えてください。
UPDATEおよび COMMITの操作を実行しても、結果セットやイテレータの内容は、SELECT
文で設定されたときの状態のまま変更されません。

さらに、UPDATE、SELECTおよび ROLLBACKの操作をこの順に実行したとします。SELECT
で設定された結果セットやイテレータには、依然として更新データが格納されており、その
後に実行された ROLLBACKの影響は受けません。

要約要約要約要約 :  簡単な簡単な簡単な簡単な SQLJコードコードコードコード
これまでに説明した SQLJ実行文の特徴と機能について要点を把握するには、簡潔で包括的
なプログラムを試してみるのが一番効果的な方法です。ここでは、2つの例を示します。 

最初の例では、まず一度に 1操作ずつ例を示し、その後で各操作を包括した例を示します。
この例では、SELECT INTO文を使用して、従業員表の 2つの列に対して単一行問合せを実
行します。この例を実行する場合は、connect.propertiesファイル中のパラメータを、
目的のデータベースに接続するための設定に変更する必要があります。 

2番目の例は多少複雑です。SQLJのイテレータを使用して複数行問合せを実行します。 

注意注意注意注意 : 

� Oracle SQLのすべての DDL文には、暗黙的な COMMIT操作が組み込
まれています。SQLJには、この機能はありません。DDL文は標準の
Oracle SQL規則に従います。

� 自動コミット・モードがオフになっていると、クライアント・アプリ
ケーションから接続コンテキスト・インスタンスを終了したときに、
最終の COMMIT操作以降の変更内容がロールバックされます（ただ
し、接続コンテキストのインスタンスを KEEP_CONNECTIONで終了
した場合は除きます。7-35ページの「共有接続のクローズ」を参照し
てください）。 
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必要なクラスのインポート必要なクラスのインポート必要なクラスのインポート必要なクラスのインポート
必要な JDBCまたは SQLJパッケージをすべてインポートします。

少なくとも、java.sqlパッケージ内のクラスがいくつか必要です。

import java.sql.*;

ただし、java.sqlパッケージ内のクラスを、必ずしもすべて使用するわけではありませ
ん。主に使用するクラスとしては、java.sql.SQLExceptionと、明示的に参照するクラ
ス（java.sql.Dateや java.sql.ResultSetなど）があります。

Oracleクラスには、次のパッケージが必要です。通常、DefaultContextオブジェクト
をインスタンス化し、デフォルト接続を確立するときに、このクラスを使用します。

import oracle.sqlj.runtime.*;

SQLJのランタイム・クラスをコード中に直接使用する場合は、次のパッケージをインポー
トします。

import sqlj.runtime.*;
import sqlj.runtime.ref.*;

これに対し、コード中に SQLJのランタイム・クラスを直接使用しない場合は、ランタイ
ム・クラスを CLASSPATHに指定するだけで十分です。2-5ページの「PATHおよび
CLASSPATHの設定」を参照してください。

（重要なランタイム・クラスとしては、sqlj.runtimeパッケージの AsciiStream、
BinaryStreamおよび ResultSetIterator、sqlj.runtime.refパッケージの
DefaultContextなどがあります。）

JDBCドライバの登録およびデフォルト接続の設定ドライバの登録およびデフォルト接続の設定ドライバの登録およびデフォルト接続の設定ドライバの登録およびデフォルト接続の設定
デフォルトの接続を設定するには、static Oracle.connect()メソッドを使用するコンス
トラクタで、SimpleExampleクラスを宣言します。この結果、Oracle JDBCドライバの登
録も行われます。Oracle以外の JDBCドライバを使用する場合は、ドライバ登録用のコード
を追加する必要があります（次に示したコードのコメントを参照）。

この処理で使用する connect()のシグネチャは、connect.propertiesファイルから
URL、ユーザー名およびパスワードを取得します。このファイルの例は、ディレクトリ
[ORACLE HOME]/sqlj/demoにあります。2-8ページの「ランタイム接続の設定」も参照
してください。

public class SimpleExample {

  public SimpleExample() throws SQLException {
    /* If you are using a non-Oracle JDBC driver, add a call here to 
       DriverManager.registerDriver() to register your driver.  */
    // Set default connection (as defined in connect.properties).
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    Oracle.connect(getClass(), "connect.properties");
  }

（main()メソッドの定義が続きます。）

例外処理の設定例外処理の設定例外処理の設定例外処理の設定
main()を作成します。このメソッドから SimpleExampleコンストラクタをコールし、
try/catchブロックをセットアップします。このブロックでは、runExample()メソッド
により発生した SQL例外を処理します。（このアプリケーションの実際の処理は、このメ
ソッドが行います。）

...
public static void main (String [] args) {
    
   try {
      SimpleExample o1 = new SimpleExample();
      o1.runExample();
   }
   catch (SQLException ex) {
      System.err.println("Error running the example: " + ex);
   }
}
...

（runExample()メソッドの定義が続きます。）

接続をクローズするには、try/catchブロックを finally句の内部に使用します
（finally句が try/catchブロック内部に使用されていない場合）。

finally
{
   try { Oracle.close(); } catch(SQLException ex) {...}
}

ホスト変数のセットアップ、ホスト変数のセットアップ、ホスト変数のセットアップ、ホスト変数のセットアップ、SQLJ句の実行、結果の処理句の実行、結果の処理句の実行、結果の処理句の実行、結果の処理
次の処理を行う runExample()メソッドを作成します。

1. main()メソッドに対して SQL例外を発生させ、処理させます。

2. Javaのホスト変数を宣言します。 

3. SQLJ句を実行します。Javaのホスト変数が埋込み SELECT文にバインドされ、データ
がホスト変数に取り込まれます。
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4. 結果を出力します。

void runExample() throws SQLException {
     
     System.out.println( "Running the example--" );
     
     // Declare two Java host variables--
     Float salary;
     String empname;

     // Use SELECT INTO statement to execute query and retrieve values.
      #sql { SELECT ename, sal INTO :empname, :salary FROM emp
             WHERE empno = 7499 };
     
     // Print the results--
     System.out.println("Name is " + empname + ", and Salary is " + salary);
  }
}    // Closing brace of SimpleExample class

前述のコード例では、Javaのホスト変数として salaryと enameが宣言されています。そ
の次の SQLJ句の処理では、EMP表の ENAME列と SAL列から選択されたデータが、ホスト
変数に格納されます。最後に、salaryと empnameの値が出力されます。

この SELECT文では、EMP表から選択できる行は 1行のみです。WHERE句の EMPNO列が表
のプライマリになっているためです。

SELECT INTOを使用した単一行問合せの例を使用した単一行問合せの例を使用した単一行問合せの例を使用した単一行問合せの例
ここでは、前に 1つずつ順を追って説明した内容を SimpleExampleクラスを使用して総復
習します。次の例は単一行問合せの例であるため、イテレータは使用しません。

// Import SQLJ classes:
import sqlj.runtime.*;
import sqlj.runtime.ref.*;
import oracle.sqlj.runtime.*;

// Import standard java.sql package:
import java.sql.*;

public class SimpleExample {

  public SimpleExample() throws SQLException {
    /* If you are using a non-Oracle JDBC driver, add a call here to 
       DriverManager.registerDriver() to register your driver.  */
    // Set default connection (as defined in connect.properties).
    Oracle.connect(getClass(), "connect.properties");
  }
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  public static void main (String [] args) throws SQLException {
    
    try {
      SimpleExample o1 = new SimpleExample();
      o1.runExample();
    }
    catch (SQLException ex) {
      System.err.println("Error running the example: " + ex);
    }
  }

  finally
  {
     try { Oracle.close(); } catch(SQLException ex) {...}
  }

  void runExample() throws SQLException {
     
     System.out.println( "Running the example--" );
     
     // Declare two Java host variables--
     Float salary;
     String empname;

     // Use SELECT INTO statement to execute query and retrieve values.
        #sql { SELECT ename, sal INTO :empname, :salary FROM emp
              WHERE empno = 7499 };
     
     // Print the results--
     System.out.println("Name is " + empname + ", and Salary is " + salary);
  }
}

名前指定イテレータの設定名前指定イテレータの設定名前指定イテレータの設定名前指定イテレータの設定
次の例は、前の例がベースになっていますが、それに加えて名前指定イテレータを使用し、
複数行問合せを実行します。

最初に、イテレータ・クラスを宣言します。NULL値が戻される可能性がある場合は、オブ
ジェクト型 Integerと Floatを使用してください。基本型 intと floatはかわりにはな
りません。

#sql iterator EmpRecs(
      int empno,       // This column cannot be null, so int is OK.
                       // (If null is possible, use Integer.)
      String ename,
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      String job,
      Integer mgr,
      Date hiredate,
      Float sal,
      Float comm,
      int deptno);

必要であれば、次に EmpRecsクラスのインスタンスを作成し、問合せ結果を設定します。

EmpRecs employees;

#sql employees = { SELECT empno, ename, job, mgr, hiredate,
                   sal, comm, deptno FROM emp };

次に、イテレータの next()メソッドで結果を出力します。

    while (employees.next())  {
      System.out.println( "Name:       " + employees.ename() );
      System.out.println( "EMPNO:      " + employees.empno() );
      System.out.println( "Job:        " + employees.job() );
      System.out.println( "Manager:    " + employees.mgr() );
      System.out.println( "Date hired: " + employees.hiredate() );
      System.out.println( "Salary:     " + employees.sal() );
      System.out.println( "Commission: " + employees.comm() );
      System.out.println( "Department: " + employees.deptno() );
      System.out.println();
    }

ここまでの操作が完了した後、イテレータを終了します。

employees.close();

名前指定イテレータを使用した複数行問合せの例名前指定イテレータを使用した複数行問合せの例名前指定イテレータを使用した複数行問合せの例名前指定イテレータを使用した複数行問合せの例
この例では、名前指定イテレータを使用して複数行問合せを行い、従業員表から複数のデー
タ列を選択します。

この例は、名前指定イテレータを使用していることを除けば、前に示した単一行問合せの例
と概念はほとんど同じです。

// Import SQLJ classes:
import sqlj.runtime.*;
import sqlj.runtime.ref.*;
import oracle.sqlj.runtime.*;

// Import standard java.sql package:
import java.sql.*;
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// Declare a SQLJ iterator.
// Use object types (Integer, Float) for mgr, sal, And comm rather
// than primitive types to allow for possible null selection.

#sql iterator EmpRecs(
      int empno,       // This column cannot be null, so int is OK.
                       // (If null is possible, Integer is required.)
      String ename,
      String job,
      Integer mgr,
      Date hiredate,
      Float sal,
      Float comm,
      int deptno);

// This is the application class.  
public class EmpDemo1App {

   public EmpDemo1App() throws SQLException {
      /* If you are using a non-Oracle JDBC driver, add a call here to 
         DriverManager.registerDriver() to register your driver.  */
      // Set default connection (as defined in connect.properties).
      Oracle.connect(getClass(), "connect.properties");
   }

  public static void main(String[] args) {

    try {
      EmpDemo1App app = new EmpDemo1App();
      app.runExample();
    }
    catch( SQLException exception ) {
      System.err.println( "Error running the example: " + exception );
    }
  }

  finally
  {
     try { Oracle.close(); } catch(SQLException ex) {...}
  }

  void runExample() throws SQLException  {
    System.out.println("\nRunning the example.\n" );

    // The query creates a new instance of the iterator and stores it in
    // the variable 'employees' of type 'EmpRecs'.  SQLJ translator has
    // automatically declared the iterator so that it has methods for
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    // accessing the rows and columns of the result set.

    EmpRecs employees;

    #sql employees = { SELECT empno, ename, job, mgr, hiredate,
                       sal, comm, deptno FROM emp };

    // Print the result using the iterator.

    // Note how the next row is accessed using method 'next()', and how
    // the columns can be accessed with methods that are named after the
    // actual database column names.

    while (employees.next())  {
      System.out.println( "Name:       " + employees.ename() );
      System.out.println( "EMPNO:      " + employees.empno() );
      System.out.println( "Job:        " + employees.job() );
      System.out.println( "Manager:    " + employees.mgr() );
      System.out.println( "Date hired: " + employees.hiredate() );
      System.out.println( "Salary:     " + employees.sal() );
      System.out.println( "Commission: " + employees.comm() );
      System.out.println( "Department: " + employees.deptno() );
      System.out.println();
    }

    // You must close the iterator when it's no longer needed.
    employees.close() ;
  }
}
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型のサポート型のサポート型のサポート型のサポート

この章では、Oracle SQLJでサポートされているデータ型について説明します。サポートさ
れている SQL型とそれに対応する Java型の一覧を示し、Oracle8と Oracle7との下位互換
性について解説します。さらに、ストリームと Oracle拡張型のサポートについても詳しく
説明します。SQLJでサポートされている Java型は、ホスト式で使用される型です。

Oracle SQLJによるユーザー定義型（SQLオブジェクト、オブジェクト参照およびコレク
ション）のサポートの詳細は、第 6章「オブジェクトとコレクション」を参照してくださ
い。

この章では、次の項目について説明します。

� ホスト式での型サポート

� ストリームのサポート

� Oracleの拡張型
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ホスト式での型サポートホスト式での型サポートホスト式での型サポートホスト式での型サポート
ここでは、Oracle SQLJでサポートされている型について概説します。具体的には、JDBC 
2.0の型に関して新規にサポートされた点や、Oracleのドライバ 8.0.xおよび 7.3.xとの下位
互換性などについて述べます。

各 Oracle SQL型ごとの正当な Javaマッピングに関する完全なリストは、『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。

Oracle8iでの型サポートでの型サポートでの型サポートでの型サポート
Oracle JDBCドライバを使用した場合にホスト式で使用できる Java型を、表 5-1に示しま
す。また、Java型と、クラス oracle.jdbc.driver.OracleTypesに型コードが定義さ
れている SQL型と、Oracleデータベースのデータ型との相関関係もこの表からわかります。 

Java変数に出力される SQLデータは、該当する Java型に変換されます。SQLに入力される
Java変数は、該当する Oracleデータ型に変換されます。

Oracle8iのオブジェクト、オブジェクト参照および配列に対して該当の Javaクラスを定義す
る場合には、Oracleの JPublisherユーティリティを使用できます。オブジェクト、オブジェ
クト参照および配列について「JPub生成の」場合は、このユーティリティのことを指しま
す。 JPublisherユーティリティの詳細は、このマニュアルの 6-20ページの「JPublisherとカ
スタム Javaクラスの作成」と、『Oracle8i JPublisher ユーザーズ・ガイド』を参照してくだ
さい。

注意注意注意注意 : SQLJ（および SQL）では、SQL型と Java型とのトランスレー
ションが暗黙的に実行されるようになっています。この型トランスレー
ションは、一般的には便利ですが、予想と異なる結果を招く場合もありま
す。コードが正確かどうかの確認は、タイプ・チェックのみに頼らないで
ください。

注意注意注意注意 : OracleTypesクラスは、各 Oracleデータ型の型コード（整数の
定数）のみを定義します。標準 JDBC型の OracleTypesの値は、標準
java.sql.Typesの値と同じです。

表表表表 5-1 ホスト式でサポートされている型の対応ホスト式でサポートされている型の対応ホスト式でサポートされている型の対応ホスト式でサポートされている型の対応 

Java型型型型 Oracle型定義型定義型定義型定義 Oracleデータ型データ型データ型データ型

標準標準標準標準 JDBC 1.x型型型型

boolean BIT NUMBER

byte TINYINT NUMBER
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short SMALLINT NUMBER

int INTEGER NUMBER

long BIGINT NUMBER

float REAL NUMBER

double FLOAT、DOUBLE NUMBER

java.lang.String CHAR CHAR

java.lang.String VARCHAR VARCHAR2

java.lang.String LONGVARCHAR LONG

byte[] BINARY RAW

byte[] VARBINARY RAW

byte[] LONGVARBINARY LONGRAW

java.sql.Date DATE DATE

java.sql.Time TIME DATE

java.sql.Timestamp TIMESTAMP DATE

java.math.BigDecimal NUMERIC NUMBER

java.math.BigDecimal DECIMAL NUMBER

標準標準標準標準 JDBC 2.0型型型型

java.sql.Blob BLOB BLOB

java.sql.Clob CLOB CLOB

java.sql.Struct STRUCT STRUCT

java.sql.Ref REF REF

java.sql.Array ARRAY ARRAY

java.sql.SQLDataを実装したカスタム・オ
ブジェクト・クラス

STRUCT STRUCT

JAVAラッパー・クラスラッパー・クラスラッパー・クラスラッパー・クラス

java.lang.Boolean BIT NUMBER

java.lang.Byte TINYINT NUMBER

java.lang.Short SMALLINT NUMBER

表表表表 5-1 ホスト式でサポートされている型の対応ホスト式でサポートされている型の対応ホスト式でサポートされている型の対応ホスト式でサポートされている型の対応 （続き）（続き）（続き）（続き）

Java型型型型 Oracle型定義型定義型定義型定義 Oracleデータ型データ型データ型データ型
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java.lang.Integer INTEGER NUMBER

java.lang.Long BIGINT NUMBER

java.lang.Float REAL NUMBER

java.lang.Double FLOAT、DOUBLE NUMBER

SQLJストリーム・クラスストリーム・クラスストリーム・クラスストリーム・クラス

sqlj.runtime.BinaryStream LONGVARBINARY LONG RAW

sqlj.runtime.AsciiStream LONGVARCHAR LONG

sqlj.runtime.UnicodeStream LONGVARCHAR LONG

ORACLE 拡張型拡張型拡張型拡張型

oracle.sql.NUMBER NUMBER NUMBER

oracle.sql.CHAR CHAR CHAR

oracle.sql.RAW RAW RAW

oracle.sql.DATE DATE DATE

oracle.sql.ROWID ROWID ROWID

oracle.sql.BLOB BLOB BLOB

oracle.sql.CLOB CLOB CLOB

oracle.sql.BFILE BFILE BFILE

oracle.sql.STRUCT STRUCT STRUCT

oracle.sql.REF REF REF

oracle.sql.ARRAY ARRAY ARRAY

oracle.sql.CustomDatumを実装したカス
タム・オブジェクト・クラス

STRUCT STRUCT

oracle.sql.CustomDatumを実装したカス
タム参照クラス

REF REF

oracle.sql.CustomDatumを実装したカス
タム・コレクション・クラス

ARRAY ARRAY

oracle.sql.CustomDatumを実装したカス
タム Javaクラス（任意の oracle.sql型を
ラッピングするクラス）

任意 任意

表表表表 5-1 ホスト式でサポートされている型の対応ホスト式でサポートされている型の対応ホスト式でサポートされている型の対応ホスト式でサポートされている型の対応 （続き）（続き）（続き）（続き）

Java型型型型 Oracle型定義型定義型定義型定義 Oracleデータ型データ型データ型データ型
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SQLJの標準機能における型のサポートについては、次に要点を示します。

� Oracle SQLJリリース 8.1.6および 8.1.7では、public static _SQL_NAMEフィールド
を適切に設定するために、java.sql.SQLDataを実装したクラスが必要になります。
Oracle JPublisherユーティリティを使用すれば、必要なクラスを自動的に生成できま
す。

SQLDataインタフェースの使用に関しては ISO規格に未対応です。将来のリリースで
は、Oracle SQLJ実装は規格に準拠する予定です。

6-10ページの「SQLDataを実装したクラスに対する要件」を参照してください。

� Java char型と Character型は、JDBCおよび SQLJではサポートされていません。文
字データを表現するときは、かわりに Javaの String型を使用してください。

� サポートされている java.sql.Date型と、直接にはサポートされていない
java.util.Date型とを混同しないようにしてください。java.sql.Dateクラス
（java.util.Dateのラッパー）を使用すると、JDBCの日付値に関して、SQLの
DATEデータを識別したり、JDBCエスケープ構文をサポートする書式設定操作および解
析操作を加えたりできるようになります。

� Oracleデータベース上のすべての数値型は、NUMBERとして格納されます。表作成時に
NUMBERを宣言すると、さらに詳細に精度を指定できます（総桁数と小数点以下の桁数
を宣言できます）。ただし、Oracle JDBCドライバを介してデータを取得する場合、デー
タの受取り側の Java型によっては、この精度が損なわれることがあります。（完全な情
報は、oracle.sql.NUMBERインスタンスに保たれます。）

� Javaのラッパー・クラス（Integerや Floatなど）を使用すると、SQL文から NULL
値が戻された場合に役立ちます。基本型（intや floatなど）には、NULL値を格納
できないためです。詳細は、4-20ページの「NULLの処理」を参照してください。

� 結果セットおよびイテレータのホスト変数に対する SQLJのサポートの詳細は 3-42ペー
ジの「ホスト変数としてのイテレータおよび結果セットの使用」を参照してください。

� ストリームをホスト変数として使用するときは、SQLJストリーム・クラスが必要です。
詳細は、5-10ページの「ストリームのサポート」を参照してください。

問合せ結果オブジェクト問合せ結果オブジェクト問合せ結果オブジェクト問合せ結果オブジェクト

java.sql.ResultSet CURSOR CURSOR

SQLJイテレータ・オブジェクト CURSOR CURSOR

表表表表 5-1 ホスト式でサポートされている型の対応ホスト式でサポートされている型の対応ホスト式でサポートされている型の対応ホスト式でサポートされている型の対応 （続き）（続き）（続き）（続き）

Java型型型型 Oracle型定義型定義型定義型定義 Oracleデータ型データ型データ型データ型
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次に、Oracleの拡張型について要点を示します。詳細は、5-22ページの「Oracleの拡張型」
および第 6章「オブジェクトとコレクション」を参照してください。

� Oracle SQLJで public static _SQL_TYPECODEパラメータを設定する場合には、
oracle.sql.CustomDatumを実装したクラスが必要になります。ただし、どのクラ
スが必要になるかは、OracleTypesクラスに定義されている値に応じて異なります。
場合によっては、_SQL_TYPECODE以外のパラメータ（オブジェクト用の _SQL_NAME
およびオブジェクト参照用の _SQL_BASETYPE）を設定する必要が生じることもあり
ます。Oracle JPublisherユーティリティを使用すれば、必要なクラスを自動的に生成で
きます。

6-9ページの「CustomDatumを実装したクラスに対する Oracleの要件」を参照してく
ださい。

� oracle.sqlクラスは SQLデータのラッパーです。Oracleの各データ型に対応してい
ます。ARRAY、STRUCT、REF、BLOBおよび CLOBクラスは、標準 JDBC 2.0インタ
フェースに対応します。これらのクラスと Oracle拡張型の詳細は『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。

� カスタム Javaクラスでマッピングの対象となるのは、Oracleオブジェクト
（CustomDatumまたは SQLDataを実装）、参照（CustomDatumのみを実装）、コレク
ション（CustomDatumのみを実装）、またはその他のカスタマイズ処理に使用する
SQL型（CustomDatumのみを実装）です。 6-5ページの「カスタム Javaクラス」を参
照してください。

Oracle JPublisherユーティリティを使用すれば、カスタム Javaクラスを自動的に生成
できます。 6-20ページの「JPublisherとカスタム Javaクラスの作成」を参照してくださ
い。

� Oracle拡張型のいずれかを使用した場合、Oracle JDBCドライバが必要になる他、トラ
ンスレーション時の Oracleカスタマイズと、アプリケーション実行時の Oracle SQLJラ
ンタイムも必要になります。

JDBC 2.0型のサポート型のサポート型のサポート型のサポート
前述の表 5-1に示したとおり、Oracle JDBCおよび SQLJで標準 java.sqlパッケージの
JDBC 2.0型がサポートされています。

ここでは、JDBC 2.0でサポートされている型を示し、これらの型を Oracle SQLJで使用する
ための要件について説明します。

重要重要重要重要 : Sun Microsystemsの JDK環境で JDBC 2.0型を使用するには、
JDKバージョン 1.2.xが必要です。Oracle JDBCを JDK 1.1.x環境で使用す
ると、JDBC 2.0型の機能と同等の oracle.jdbc2拡張機能がサポートさ
れますが、Oracle SQLJではどのような場合にも oracle.jdbc2パッケー
ジがサポートされません。
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サポートされている型サポートされている型サポートされている型サポートされている型
Oracle SQLJでサポートされている JDBC 2.0型を、表 5-2に示します。この JDBC 2.0型とそ
れに対応する Oracle拡張型については、この表を参照してください。 

Oracle拡張型は、以前のリリースから提供されていたもので、引き続き現行のリリースでも
利用できます。この oracle.sql.*クラスには、SQLロー・データをラッピングする機能
が用意されています。『Oracle8i JDBC開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してくださ
い。

表 5-2に示した型のサポートの詳細は、5-24ページの「BLOB、CLOBおよび BFILEのサ
ポート」および 6-65ページの「緩い型指定のオブジェクト、参照およびコレクションのサ
ポート」を参照してください。

次に示した JDBC 2.0型については、現行の Oracle JDBCや SQLJで未対応となっています。

� JAVA_OBJECT - SQL列の Java型のインスタンスを表す型。

� DISTINCT - 基本 SQL型と区別して表現や取出しが可能な SQL型（たとえば、
SHOESIZE --> NUMBERなど）。

Oracle SQLJの要件の要件の要件の要件
Oracle SQLJランタイムで Oracle拡張型に対応する標準 JDBC 2.0型を使用するには、
Oracleカスタマイザを使用して、アプリケーションをカスタマイズする必要があります。こ
のカスタマイズは、SQLJトランスレータを使用すると、デフォルトで実行できます。 

このサポート要件は、最新の ISO規格に完全には対応していません。それでも、標準
java.sql型をアプリケーションで使用すると、ソース・コードが移植可能になります。
Oracle以外の SQLJランタイム環境でこの JDBC2.0型を使用するには、該当の SQLJトラン
スレータを使用して変換を再度行う必要があります。

表表表表 5-2 Oracle拡張型と拡張型と拡張型と拡張型と JDBC 2.0型との相関関係型との相関関係型との相関関係型との相関関係

JDBC 2.0 型型型型 Oracle拡張型拡張型拡張型拡張型

java.sql.Blob oracle.sql.BLOB

java.sql.Clob oracle.sql.CLOB

java.sql.Struct oracle.sql.STRUCT

java.sql.Ref oracle.sql.REF

java.sql.Array oracle.sql.ARRAY

java.sql.SQLData oracle.sql.CustomDatum（
 _SQL_TYPECODE = OracleTypes.STRUCTの場
合）
型のサポート  5-7



ホスト式での型サポート
PL/SQLのののの BOOLEAN、、、、RECORDおよびおよびおよびおよび TABLE型のラッピング型のラッピング型のラッピング型のラッピング
Oracle JDBCドライバでは、コール用引数または戻り値として、PL/SQLの型 TABLE（索引
付きの表）、RECORDまたは BOOLEANがサポートされていません。 

この問題を回避するには、ラッパー・プロシージャを作成し、JDBCでサポートされている
型としてデータを処理します。たとえば、PL/SQLの BOOLEAN型を使用するストアド・
プロシージャをラッピングするには、JDBCから文字または数字をとり、これを元のプロ
シージャに BOOLEANとして渡すストアド・プロシージャを作成します。出力パラメータの
場合は、元のプロシージャから BOOLEAN引数を受け取り、これを CHARまたは NUMBERと
して JDBCに渡すようにします。同様に、PL/SQLの RECORD型を使用するストアド・プ
ロシージャをラッピングするには、レコードの各コンポーネント（CHARや NUMBERなど）
を処理するストアド・プロシージャを作成します。PL/SQLの TABLEを使用するストア
ド・プロシージャをラッピングするには、データを複数のコンポーネントに分解するか、ま
たは Oracleのコレクション型を使用します。

次に、PL/SQLのラッパー・プロシージャ MY_PROCの例を示します。このプロシージャは、
入力として BOOLEANをとるストアド・プロシージャ PROCをラッピングします。

PROCEDURE MY_PROC (n NUMBER) IS
BEGIN
   IF n=0
      THEN proc(false);
      ELSE proc(true);
   END IF;
END;

PROCEDURE PROC (b BOOLEAN) IS
BEGIN
...
END;

Oracle 8.0.xおよびおよびおよびおよび 7.3.xとの下位互換性との下位互換性との下位互換性との下位互換性
Oracle8i JDBCドライバでサポートされている Oracle拡張型の一部は、Oracle 8.0.xと 7.3.x
の JDBCドライバのどちらを使用するかによってサポートの可否が決まります。特に、次の
点に注意してください。

� Oracle 8.0.xおよび 7.3.xドライバには、oracle.sqlパッケージがありません。つまり、
SQLロー・データをラッピングするためのラッパー型（oracle.sql.NUMBERや
oracle.sql.CHARなど）がありません。

� Oracle 8.0.xおよび 7.3.xドライバでは、Oracleのオブジェクト型とコレクション型につ
いては未対応となっています。
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� Oracle 8.0.xおよび 7.3.xのドライバで、Oracleの ROWIDデータ型をサポートするには、
oracle.jdbc.driverパッケージの OracleRowidクラスを使用する必要がありま
す。

� 8.0.xドライバで、Oracleの BLOB、CLOBおよび BFILEデータ型をサポートするには、
oracle.jdbc.driverパッケージの OracleBlob、OracleClobおよび
OracleBfileクラスを使用する必要がありますが、これらのクラスには、LOBおよび
BFILE用の操作メソッドがありません（5-24ページの「BLOB、CLOBおよび BFILEの
サポート」を参照）。そのため、このパッケージのかわりに、PL/SQLの DBMS_LOB 
パッケージを使用する必要があります（同項を参照）。

� Oracle 7.3.xドライバは、BLOB、CLOBおよび BFILEについては未対応です。

表 5-3に、前述の相違点を要約します。

表表表表 5-3 Oracle 8.0.xおよびおよびおよびおよび 7.3.xのののの JDBCドライバの型サポートの相違点ドライバの型サポートの相違点ドライバの型サポートの相違点ドライバの型サポートの相違点 

Java型型型型 Oracle型定義型定義型定義型定義 Oracleデータ型データ型データ型データ型

ORACLE 拡張型拡張型拡張型拡張型

oracle.sql.NUMBER 未対応 該当なし

oracle.sql.CHAR 未対応 該当なし

oracle.sql.RAW 未対応 該当なし

oracle.sql.DATE 未対応 該当なし

oracle.jdbc.driver.OracleRowid ROWID ROWID

oracle.jdbc.driver.OracleBlob 8.0.xでは BLOB

7.3.xでは未対応

8.0.xでは BLOB

7.3.xでは該当なし

oracle.jdbc.driver.OracleClob 8.0.xでは CLOB

7.3.xでは未対応

8.0.xでは CLOB

7.3.xでは該当なし

oracle.jdbc.driver.OracleBfile 8.0.xでは BFILE

7.3.xでは未対応

8.0.xでは BFILE

7.3.xでは該当なし

oracle.sql.STRUCT 未対応 該当なし

oracle.sql.REF 未対応 該当なし

oracle.sql.ARRAY 未対応 該当なし

JPub生成のオブジェクト 未対応 該当なし

JPub生成のオブジェクト参照 未対応 該当なし
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ストリームのサポートストリームのサポートストリームのサポートストリームのサポート
標準 SQLJには、ロング・データをストリームとして処理する次の 3つの専用クラスがあり
ます。イテレータ列でデータベースからデータを取り出すとき、または入力ホスト変数を使
用してデータをデータベースに送信するときに、これらのストリーム型を使用します。一般
の Javaストリームと同じように、これらのクラスでは、大きなデータ項目を扱いやすい大
きさの塊に分割して処理し、転送できます。

� BinaryStream

� AsciiStream

� UnicodeStream

これらのクラスは、sqlj.runtimeパッケージにあります。

ここでは、これらのクラス、Oracle固有の SQLJ拡張機能およびストリーム・クラスのメ
ソッドの一般的な使用方法について説明します。

SQLJストリームの一般的な使用方法ストリームの一般的な使用方法ストリームの一般的な使用方法ストリームの一般的な使用方法
Oracle8iデータベースの場合は、通常、5-2ページの表 5-1のデータ型をこれらのストリー
ム・クラスで処理します。つまり、AsciiStreamと UnicodeStreamは、通常はデータ型
LONG（java.sql.Types.LONGVARCHAR）に対して使用しますが、データ型 VARCHAR2
（Types.VARCHAR）にも使用できます。同様に、BinaryStreamは、通常はデータ型
LONG RAW（Types.LONGVARBINARY）に対して使用しますが、データ型 RAW
（Types.BINARYまたは Types.VARBINARY）にも使用できます。

ストリームの使用方法は自由です。表 5-1に示したように、LONGデータと VARCHAR2デー
タは、Java文字列でも使用できます。一方、RAWデータと LONGRAWデータは、Javaバイト
配列でも使用できます。また、データベースが BLOB（binary large object）や CLOB
（character large object）などのラージ・オブジェクト型をサポートする場合は、LONGや
LONG RAWなどの型より BLOBや CLOBの方が便利な場合もあります（ラージ・オブジェ
クトからのデータの抽出には、ストリームも使用できます）。 Oracle8iでは、ラージ・オブ
ジェクト型がサポートされています。5-24ページの「BLOB、CLOBおよび BFILEのサポー
ト」を参照してください。 

この 3つの SQLJストリーム・クラスは、標準 Java入力ストリーム・クラス
java.io.InputStreamのサブクラスであり、ラッパーとして SQLJに必要な機能を提供

JPub生成の配列 未対応 該当なし

クライアント・カスタマイズ型（オ
ブジェクト、参照、コレクションな
どの oracle.sql型のカスタマイズ）

未対応 該当なし

表表表表 5-3 Oracle 8.0.xおよびおよびおよびおよび 7.3.xのののの JDBCドライバの型サポートの相違点ドライバの型サポートの相違点ドライバの型サポートの相違点ドライバの型サポートの相違点 （続き）（続き）（続き）（続き）

Java型型型型 Oracle型定義型定義型定義型定義 Oracleデータ型データ型データ型データ型
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ストリームのサポート
します。つまり、元のストリームが適切に処理および変換されるように、元のストリームの
データ型とデータ長を SQLJに通知します。 

ホスト変数を使用してデータをデータベースに送信するとき、またはイテレータ列を使用し
てデータベースからデータを取り出すときに、SQLJのストリーム型を使用できます。

SQLJストリームを使用した、データベースへのデータ送信方法ストリームを使用した、データベースへのデータ送信方法ストリームを使用した、データベースへのデータ送信方法ストリームを使用した、データベースへのデータ送信方法
標準 SQLJでは、ストリームをホスト変数として使用して、データベースを更新できます。

SQLJストリームをデータベースに送信するときは、データの長さを特定し、この長さを
SQLJストリームのコンストラクタに対して指定する必要があります。この方法については、
後述します。

次の手順で、SQLJストリームを使用して、データをデータベースに送信します。

1. データの長さを特定します。

2. 通常どおり、Javaの標準入力ストリーム（java.io.InputStreamクラスのインスタ
ンスまたは任意のサブクラスのインスタンス）を作成します

3. データ型に応じた SQLJストリーム・クラスのインスタンスを作成するには、入力スト
リームと長さ（int値）をコンストラクタに渡します。

4. この SQLJのストリーム・インスタンスは、SQLJ実行文の SQL操作用のホスト変数と
して使用します。

5. ストリームを終了します（終了しなくてもかまいませんが、終了することをお薦めしま
す）。

次に、SQLJストリームをデータベースに送信する方法を、2つの一般的な例を挙げて詳しく
説明します。

� オペレーティング・システム・ファイルを使用した、LONG列や LONG RAW列の更新
（LONG RAW列の更新にはバイナリ・ファイルを使用し、LONG列の更新には ASCIIま
たは Unicodeファイルを使用します。）

� バイト配列を使用した、LONG RAW列の更新

注意注意注意注意 : InputStreamオブジェクトを入力としてとるメソッドを使用す
るときは、かわりに SQLJのどのストリーム・クラスのオブジェクトでも
使用できます。
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ファイルからのファイルからのファイルからのファイルからの LONGまたはまたはまたはまたは LONG RAWの更新の更新の更新の更新
データベース列（LONGまたは LONG RAW列を想定）をファイルから更新するときは、長さ
を特定する必要があります。この作業を行うには、入力ストリームを作成する前に、
java.io.Fileオブジェクトを作成します。 

次の手順で、ファイルからデータベースを更新します。

1. ファイルから java.io.Fileオブジェクトを作成します。このためには、Fileクラス
のコンストラクタへのファイル・パス名を指定してください。

2. Fileオブジェクトの length()メソッドで、データの長さを特定します。このメソッ
ドから戻される値は long値なので、この値を SQLJストリーム・クラスのコンストラ
クタに入力するには、int値にキャストする必要があります。 

3. Fileオブジェクトから java.io.FileInputStreamオブジェクトを作成します。こ
のためには、Fileオブジェクトを FileInputStreamコンストラクタに渡してくださ
い。

4. 該当する SQLJストリーム・オブジェクトを作成します。バイナリ・ファイルの場合は
BinaryStreamオブジェクト、ASCIIファイルの場合は AsciiStreamオブジェクト、
Unicodeファイルの場合 UnicodeStreamオブジェクトを作成します。
FileInputStreamオブジェクトとデータ長（int値）を SQLJのストリーム・クラス
のコンストラクタに渡します。

SQLJのストリーム・コンストラクタのシグネチャは、次のようにすべて同じです。

BinaryStream (InputStream in, int length)
AsciiStream (InputStream in, int length)
UnicodeStream (InputStream in, int length)

前述のコンストラクタには、java.io.InputStreamまたは任意のサブクラス
（FileInputStreamなど）のインスタンスを入力してください。

5. SQLJのストリーム・オブジェクトは、SQLJ実行文中で SQL操作用のホスト変数とし
て使用します

次に、ファイルからデータベースに LONGデータを書き込む例を示します。ここでは、
/private/mydir/myfile.htmlにある HTMLファイルの内容をデータベースの表
filetableの LONG列 asciidataに挿入します。

インポートは、次のように指定します

import java.io.*;
import sqlj.runtime.*;

注意注意注意注意 : このキャストを行う前に、long値が int変数に収まることを確
認してください。クラス java.lang.Integerの static定数 MAX_VALUE
は、Javaの許容最大 int値です。
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実行可能コードを示します。

File myfile = new File ("/private/mydir/myfile.html");
int length = (int)myfile.length();     // Must cast long output to int.
FileInputStream fileinstream = new FileInputStream(myfile);
AsciiStream asciistream = new AsciiStream(fileinstream, length);
#sql { INSERT INTO filetable (asciidata) VALUES (:asciistream) };
asciistream.close();
...

バイト配列からのバイト配列からのバイト配列からのバイト配列からの LONG RAWの更新の更新の更新の更新
バイト配列からデータベースを更新する場合は、あらかじめデータの長さを特定する必要が
あります。（ここでは、LONG RAW列を更新します。）配列の場合は、ファイルの場合より簡
単です。Javaではどの配列も、データ長を戻す機能を備えているためです。 

次の手順で、バイト配列からデータベースを更新します。

1. 配列の length機能を使用して、データの長さを特定します。この機能により、int値
が戻されます。SQLJストリーム・クラスのすべてのコンストラクタがこの値を必要と
します。

2. 配列から java.io.ByteArrayInputStreamオブジェクトを作成します。このために
は、バイト配列を ByteArrayInputStreamコンストラクタに渡してください。

3. BinaryStreamオブジェクトを作成します。ByteArrayInputStreamオブジェクト
とデータ長（int値）を BinaryStreamクラスのコンストラクタに渡してください。

コンストラクタのシグネチャは、次のように指定します。

BinaryStream (InputStream in, int length)

このシグネチャには、java.io.InputStreamクラスまたは任意のサブクラス
（ByteArrayInputStreamなど）のインスタンスを指定してください。

4. SQLJのストリーム・オブジェクトは、SQLJ実行文中で SQL操作用のホスト変数とし
て使用します

次に、バイト配列から LONG RAWデータをデータベースに書き込む例を示します。ここで
は、バイト配列 bytearray[]の内容をデータベース表 BINTABLEの中にある LONG RAW
型の列 BINDATAに書き込みます。

インポートは、次のように指定します

import java.io.*;
import sqlj.runtime.*;
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実行可能コードを示します。

byte[] bytearray = new byte[100];

(Populate bytearray somehow.)
...
int length = bytearray.length;
ByteArrayInputStream arraystream = new ByteArrayInputStream(bytearray);
BinaryStream binstream = new BinaryStream(arraystream, length);
#sql { INSERT INTO bintable (bindata) VALUES (:binstream) };
binstream.close();
...

ストリームへのデータの取出しストリームへのデータの取出しストリームへのデータの取出しストリームへのデータの取出し : 注意注意注意注意
SQLJストリーム・クラスでも、データベースからデータを取り出せます。ただし、スト
リームの使用時は、一部のデータベース製品で注意が必要です。

ストリームでのロング・データの読取り／書込みに Oracle8iデータベースと Oracle JDBCド
ライバを使用する場合は、ストリーム・データへのアクセス方法およびデータの処理方法に
注意する必要があります。

Oracle JDBCドライバはイテレータ行からデータにアクセスするため、通信パイプからスト
リーム項目をフラッシュした後で次のデータ項目にアクセスするようになっています。イテ
レータ行の処理時にストリーム・データがローカル・ストリームに書き込まれる場合でも、
JDBCドライバが次のデータ項目にアクセスする前にローカル・ストリームからデータを読
み取らないと、ストリーム・データが失われます。このようなストリーム処理は、ストリー
ムの特性である大型化と長さが不明な点を考慮したものです。 

したがって、Oracle JDBCドライバでストリーム項目にアクセスし、ローカル・ストリーム
変数への書き込みが完了した時点で、このローカル・ストリームの読取りと処理を行い、そ
の後で、イテレータから別のアクセスを行う必要があります。

特に、位置指定イテレータの場合は必須の FETCH INTO構文があるため、注意が必要です。
各回のフェッチでは、すべての列の読取りが完了した後で、処理が開始されます。したがっ
て、ストリーム項目は 1つのみ、つまり最後にアクセスした項目のみとなります。 

次に、注意点をまとめます。

� 位置指定イテレータを使用するときは、一度に 1つのストリーム列、つまり最後の列の
みを操作できます。イテレータの各行をフェッチし、ストリーム項目をプロセスのロー
カル入力ストリーム変数に書き込むたびに、ただちにローカル・ストリーム変数を読み
込み、処理する必要があります。その後、イテレータの次の行に進みます。

注意注意注意注意 : この例に示したように、ストリームは必ずしも必要ではありませ
ん。バイト配列から直接データベースを更新することも可能です。
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� 名前指定イテレータの使用時は、複数のストリーム列を操作できます。ただし、各イテ
レータ行を処理するときに、ストリーム・フィールドにアクセスし、データをプロセス
のローカル・ストリーム変数に書き込むたびに、ただちにローカル・ストリームを読み
込み、処理する必要があります。その後、イテレータの他の部分を読み込みます。

また、名前指定イテレータの各行を処理するときは、イテレータ設定時の問合せでデー
タベース列を選択したときと同じ順番で、列のアクセッサ・メソッドをコールする必要
があります。前述のように、問合せ後の通信パイプにストリーム・データが残っている
ためです。列へのアクセス順が異なると、ストリーム・データがスキップされ、他の列
へのアクセス時に失われることがあります。

データベースのデータをデータベースのデータをデータベースのデータをデータベースのデータを SQLJストリームで取り出す方法ストリームで取り出す方法ストリームで取り出す方法ストリームで取り出す方法
データベース列のデータをストリームとして取り出すとき、標準 SQLJでは、名前指定また
は位置指定イテレータの SQLJストリーム型列へのデータの読込みができます。

ここでは、位置指定イテレータまたは名前指定イテレータを使用してデータを SQLJスト
リームに取り出す基本的な手順を示します。5-14ページの「ストリームへのデータの取出し
: 注意」の項で述べた注意事項に留意してください。

ここでは、手順を簡単に示します。 詳細は 5-17ページの「SQLJストリームの処理」および
5-18ページの「ストリーム・データの取出しおよび処理例」を参照してください。

位置指定イテレータの位置指定イテレータの位置指定イテレータの位置指定イテレータの SQLJストリーム列の使用方法ストリーム列の使用方法ストリーム列の使用方法ストリーム列の使用方法
次の手順で、位置指定イテレータを使用して、データを SQLJストリームに取り出します。

1. 位置指定イテレータ・クラスを宣言します。最終列を該当する SQLJストリーム型とし
て指定します。

2. イテレータ型のローカル変数を宣言します。

3. 該当する SQLJストリーム型のローカル変数を宣言します。これをホスト変数として、
イテレータの SQLJストリーム列の各行からデータを取得します。 

4. データベースに問合せを行って、手順 2で宣言したイテレータにデータを設定します。

5. 通常どおり、イテレータを処理します（3-38ページの「位置指定イテレータの使用」を
参照してください）。FETCH INTO文の INTOリスト内のホスト変数は、位置指定イテ
レータの列順に記述する必要があるので、ローカル入力ストリーム変数をリストの最後
のホスト変数にします。 

6. イテレータの処理ループでは、各イテレータ行にアクセスした時点でローカル入力スト
リームの読取りと処理を行い、必要に応じてストリーム・データの格納や出力を行いま
す。

注意注意注意注意 : Oracle8iおよび Oracle JDBCドライバの場合は、SELECT INTO
文でストリームを使用できません。 
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7. イテレータ処理ループが一巡するたびに、ローカル入力ストリームを終了します（終了
しなくてもかまいませんが、終了することをお薦めします）。

8. イテレータを終了します。

名前指定イテレータの名前指定イテレータの名前指定イテレータの名前指定イテレータの SQLJストリーム列の使用方法ストリーム列の使用方法ストリーム列の使用方法ストリーム列の使用方法
次の手順で、名前指定イテレータを使用して、データを 1つ以上の SQLJストリームに取り
出します。

1. 該当する SQLJストリーム型の列を 1つ以上指定して、名前指定イテレータ・クラスを
宣言します。

2. イテレータ型のローカル変数を宣言します。

3. イテレータの各 SQLJストリーム列に対して、入力ストリーム型のローカル変数を宣言
します。ストリーム列のアクセッサ・メソッドからデータを受け取るときに、この変数
を使用します。これらのローカル・ストリーム変数は、SQLJのストリーム型にする必
要はありません。標準の java.io.InputStreamでもかまいません。（イテレータ列
を SQLJのストリーム型にすると、データの型も正しく変換されます。）

4. データベースに問合せを行って、手順 2で宣言したイテレータにデータを設定します。

5. 通常どおり、イテレータを処理します（3-34ページの「名前指定イテレータの使用方
法」を参照してください）。イテレータの各行の処理では、各ストリーム列のアクセッ
サ・メソッドがストリーム・データを戻すたびに、手順 3で宣言したローカル入力スト
リーム変数にデータが書き込まれます。

ストリーム・データの欠損を防ぐには、手順 4の問合せで列を選択したときと同じ順番
で、列のアクセッサ・メソッドをコールする必要があります。

6. イテレータの処理ループで、ストリーム列のアクセッサ・メソッドをコールし、データ
をローカル入力ストリーム変数に書き込んでから、ただちにローカル入力ストリームを
読み取って処理し、ストリーム・データを格納または出力します。

7. イテレータ処理ループが一巡するたびに、ローカル入力ストリームを終了します（終了
しなくてもかまいませんが、終了することをお薦めします）。

8. イテレータを終了します。

注意注意注意注意 : イテレータまたはデータベースから SQLJストリーム・オブジェ
クトにデータを設定した場合は、ストリームのデータ長属性が有効になり
ません。 データ長を明示的に設定すると、この属性が有効になります。つ
まり、各 SQLJストリーム・クラスの setLength()メソッドを使用する
か、またはコンストラクタにデータ長を指定すると、有効になります（詳
細は 5-11ページの「SQLJストリームを使用した、データベースへのデー
タ送信方法」を参照してください）。 
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SQLJストリームの処理ストリームの処理ストリームの処理ストリームの処理
名前指定または位置指定イテレータの SQLJストリーム列を処理するときは、ストリーム・
データを受け取るローカル・ストリーム変数を SQLJのストリーム型または標準の
java.io.InputStream型にできます。どちらの場合も、標準の入力ストリーム・メソッ
ドを使用できます。

ローカル・ストリーム変数を SQLJのストリーム型、つまり BinaryStream、
AsciiStreamまたは UnicodeStreamにすると、データを SQLJのストリーム・オブジェ
クトから直接読み取ることも、基礎となる java.io.InputStreamオブジェクトを取得
し、このオブジェクトからデータを読み取ることも可能です。どちらの方法をとるかは、好
みの問題ですが、最初の方法の方が簡単です。2番目の方法は、より直接的にデータにアク
セスできるので効率的です。 

InputStreamクラスの主要メソッド（skip()メソッド、close()メソッドおよび 3種類
の read()メソッド）は、SQLJのストリーム・クラスでもサポートされています。 

� int read () - 入力ストリームから次のバイト・データを読み取ります。このバイト・
データは int値（0～ 255）で戻されます。ストリームの終端に達した場合の戻り値は、
-1です。次のいずれかの状態になるまで、このメソッドはブロックします。1)入力デー
タが用意されたとき。2)ストリームの終端に達したとき。3)例外が送出されたとき。 

� int read (byte b[]) - 入力ストリームから最大b.lengthバイトのデータを読み取
り、指定された b[]バイト配列に書き込みます。戻り値として、読み取ったバイト数を
示す int値が戻されます。ストリームの終端に達した場合は、-1が戻されます。入力
が用意されるまで、このメソッドはブロックします。 

� int read (byte b[], int off, int len) - 入力ストリームの指定オフセット
offのバイト位置から最大 len（長さ）バイトのデータを読み取り、指定された b[]
バイト配列に書き込みます。戻り値として、読み取ったバイト数を示す int値が戻され
ます。ストリームの終端に達した場合は、-1が戻されます。入力が用意されるまで、こ
のメソッドはブロックします。 

� long skip (long n) - 入力ストリームの nバイトのデータをスキップし、破棄しま
す。実際にスキップするバイト数が、指定値より少ない場合もあります。実際にスキッ
プしたバイト数は、long値で戻されます。

� void close() - ストリームを終了し、関連リソースを解放します。

SQLJのストリーム・クラスは、次の主要メソッドもサポートします。

� InputStream getInputStream() ラッピングの対象となる元の入力ストリームを
java.io.InputStreamオブジェクトとして戻します。
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ストリーム・データの取出しおよび処理例ストリーム・データの取出しおよび処理例ストリーム・データの取出しおよび処理例ストリーム・データの取出しおよび処理例
ここでは、データベースからストリーム・データを取り出す例を示します。

� 最初の例では、SELECT文で LONG列からデータを選択し、名前指定イテレータの SQLJ 
AsciiStream列に設定します。

� もう 1つの例では、SELECT文で LONG RAW列からデータを選択し、位置指定イテレー
タの SQLJ BinaryStream列に設定します。

例例例例 : 名前指定イテレータの名前指定イテレータの名前指定イテレータの名前指定イテレータの AsciiStream列への列への列への列への LONGデータの格納データの格納データの格納データの格納  この例では、データベース
の LONG列からデータを選択し、名前指定イテレータの SQLJ AsciiStream列に格納します。

表 FILETABLEの VARCHAR2型の列 FILENAMEにファイル名が格納されており、LONG型の
列 FILECONTENTSにファイルの内容が ASCII形式で格納されているものとします。

インポートは次のように宣言します。

import sqlj.runtime.*;
import java.io.*;

#sql iterator MyNamedIter (String filename, AsciiStream filecontents);

実行可能コードを示します。

MyNamedIter namediter = null;
String fname;
AsciiStream ascstream;
#sql namediter = { SELECT filename, filecontents FROM filetable };
while (namediter.next()) {
   fname = namediter.filename();
   ascstream = namediter.filecontents();
   System.out.println("Contents for file " + fname + ":");
   printStream(ascstream);
   ascstream.close();
}
namediter.close();
...
public void printStream(InputStream in) throws IOException
{
   int asciichar;
   while ((asciichar = in.read()) != -1) {
      System.out.print((char)asciichar);
   }
}

すでに述べたように、入力パラメータとして標準 java.io.InputStreamをとるメソッド
には、SQLJストリームを渡すことが可能です。
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例例例例 : 位置指定イテレータの位置指定イテレータの位置指定イテレータの位置指定イテレータの BinaryStream列への列への列への列への LONG RAWの格納の格納の格納の格納   この例では、データベース
の LONG RAW列からデータを選択し、位置指定イテレータの SQLJ BinaryStream列に設
定します。

5-14ページの「ストリームへのデータの取出し : 注意」で説明したように、位置指定イテ
レータに存在する可能性のある入力ストリーム列は最終列 1列のみです。 

表 BINTABLEには NUMBER型の列 IDENTIFIERと LONG RAW型の列 BINDATAがあり、識
別子に該当するバイナリ・データが BINDATA列に格納されているものとします。

インポートは次のように宣言します。

import sqlj.runtime.*;

#sql iterator MyPosIter (int, BinaryStream);

実行可能コードを示します。

MyPosIter positer = null;
int id=0;
BinaryStream binstream=null;
#sql positer = { SELECT identifier, bindata FROM bintable };
while (true) {
   #sql { FETCH :positer INTO :id, :binstream };
   if (positer.endFetch()) break;
   
   (...process data as desired...)
   
   binstream.close();
}
positer.close();
...

出力出力出力出力パラメーパラメーパラメーパラメータおよびタおよびタおよびタおよびファンクショファンクショファンクショファンクションの戻り値としてのンの戻り値としてのンの戻り値としてのンの戻り値としての SQLJストリーム・ストリーム・ストリーム・ストリーム・
オブジェクオブジェクオブジェクオブジェクトトトト

前述のように、標準 SQLJでは、パッケージ sqlj.runtimeの BinaryStream、
AsciiStreamおよび UnicodeStreamクラスを使用して、ストリーム・データを取り出
し、イテレータ列に格納できます。

また、Oracle版 SQLJでは、Oracleデータベース、Oracle JDBCドライバ、Oracleカスタマ
イザおよび Oracle SQLJランタイムを使用すると、SQLJのストリーム型を次のように使用
できます。

� ストアド・プロシージャまたはストアド・ファンクションのコールからの OUTまたは
INOUTホスト変数として

�  ストアド・ファンクションのコールの戻り値として
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ストアド・プロシージャの出力パラメータとしてのストリームストアド・プロシージャの出力パラメータとしてのストリームストアド・プロシージャの出力パラメータとしてのストリームストアド・プロシージャの出力パラメータとしてのストリーム
AsciiStream、BinaryStreamおよび UnicodeStream型は、ストアド・プロシージャま
たはストアド・ファンクションの OUTまたは INOUTパラメータの代入型として使用できま
す。

次の表定義を想定します。

CREATE TABLE streamexample (name VARCHAR2 (256), data LONG);
INSERT INTO streamexample (data, name)
   VALUES
   ('0000000000111111111112222222222333333333344444444445555555555',
   'StreamExample');

また、次のストアド・プロシージャ定義を想定します。この定義には、STREAMEXAMPLE表
が使用されています。

CREATE OR REPLACE PROCEDURE out_longdata 
                            (dataname VARCHAR2, longdata OUT LONG) IS
BEGIN
   SELECT data INTO longdata FROM streamexample WHERE name = dataname;
END out_longdata;

次のサンプル・コードでは、out_longdataストアド・プロシージャをコールして、ロン
グ・データを読み取ります。

インポートは、次のように指定します

import sqlj.runtime.*;

実行可能コードを示します。

AsciiStream data;
#sql { CALL out_longdata('StreamExample', :OUT data) };
int c;
while ((c = data.read ()) != -1)
   System.out.print((char)c);
System.out.flush();
data.close();
...

注意注意注意注意 : ストリームを必ずしも終了する必要はありませんが、終了するこ
とをお薦めします。
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ストアド・ファンクションの結果としてのストリームストアド・ファンクションの結果としてのストリームストアド・ファンクションの結果としてのストリームストアド・ファンクションの結果としてのストリーム
型 AsciiStream、BinaryStreamおよび UnicodeStreamは、ストアド・ファンクショ
ンの戻り値の代入型として使用できます。

前に示したストアド・プロシージャ例と同じ STREAMEXAMPLE表定義を想定します。

また、次のストアド・ファンクション定義を想定します。この定義には、STREAMEXAMPLE
表が使用されています。

CREATE OR REPLACE FUNCTION get_longdata (dataname VARCHAR2) RETURN long
   IS longdata LONG;
BEGIN
   SELECT data INTO longdata FROM streamexample WHERE name = dataname;
   RETURN longdata;
END get_longdata;

次のサンプル・コードでは、get_longdataストアド・ファンクションをコールして、ロ
ング・データを読み取ります。

インポートは、次のように指定します

import sqlj.runtime.*;

実行可能コードを示します。

AsciiStream data;
#sql data = { VALUES(get_longdata('StreamExample')) };
int c;
while ((c = data.read ()) != -1)
   System.out.print((char)c);
System.out.flush();
data.close();
...

注意注意注意注意 : ストリームを必ずしも終了する必要はありませんが、終了するこ
とをお薦めします。
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ストリーム・クラスのメソッドストリーム・クラスのメソッドストリーム・クラスのメソッドストリーム・クラスのメソッド
sqlj.runtimeパッケージの SQLJストリーム・クラス（BinaryStream、AsciiStream
および UnicodeStream）はすべて sqlj.runtime.StreamWrapperクラスのサブクラス
です。

StreamWrapperクラスの次のメソッドは、SQLJのストリーム・クラスに継承されていま
す。

� InputStream getInputStream()：5-17ページの「SQLJストリームの処理」で説明
したように、このメソッドでも SQLJのストリーム・オブジェクトの基礎となる
java.io.InputStreamオブジェクトを取得できます。SQLJのストリーム・オブジェ
クトは、このメソッドを使用せずに、直接処理できます。

� void setLength(int length)：SQLJストリーム・オブジェクトの length属性を
設定できます。ストリーム・オブジェクトの作成時に設定した lengthの値をそのまま
使用する場合は、このメソッドを使用する必要はありません。 

SQLJストリームをデータベースに送信する場合は、あらかじめ length属性の値を設
定する必要があります。

� int getLength() - SQLJストリームの length属性の値を戻します。ストリーム・オ
ブジェクトのコンストラクタまたは setLength()メソッドで明示的にデータ長を設定
すると、この属性値が有効になります。データをストリームに取り出すときは、
length属性が自動的に設定されません。

Oracleの拡張型の拡張型の拡張型の拡張型
Oracle SQLJでは、次に示したように JDBC 2.0のデータ型と Oracle固有のデータ型に対し
て拡張機能が用意されています。

� JDBC 2.0 LOBデータ型（BLOBおよび CLOB）

� Oracle BFILEデータ型

� Oracle ROWIDデータ型

� Oracle REF CURSORデータ型

� その他の Oracle8iデータ型（NUMBERや RAWなど）

ここで挙げたデータ型は、後述の oracle.sqlパッケージ中のクラスでサポートされてい
ます。LOBと BFILEの使用方法はほとんど同じなので、一緒に説明します。

注意注意注意注意 : sqlj.runtime.StreamWrapperクラスは
java.io.FilterInputStreamクラスのサブクラスです。この
java.io.FilterInputStreamは java.io.InputStreamクラスのサ
ブクラスです。
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Oracle SQLJでは、次の標準 JDBC型に対するサポートも強化されています。

� BigDecimal

ユーザー定義のデータベース・オブジェクト（緩い型指定と厳密な分類）、オブジェクト参
照およびコレクション（変数配列と NESTED TABLE）については、JDBC 2.0機能もサポー
トされています。これらについては、第 6章「オブジェクトとコレクション」で説明しま
す。

コード中に Oracle拡張型を使用する場合は、次の要件が伴うので注意してください。

� Oracle JDBCドライバを使用する必要があります。

� プロファイルを適切にカスタマイズする必要があります（デフォルトのカスタマイザ
oracle.sqlj.runtime.util.OraCustomizerを使用することをお薦めします）。

� アプリケーション実行時に Oracle SQLJランタイムを使用する必要があります。 

（Oracle SQLJランタイムとOracle JDBCドライバは、Oracleカスタマイザを使用するとき
は常に必要であり、Oracle拡張型をコード中に使用しない場合であっても、Oracleカスタマ
イザを使用するときは、常に必要です。）

コード中にクラスの完全修飾名を使用しない場合は、次のように oracle.sqlパッケージ
をインポートする必要があります。

import oracle.sql.*;

Oracle固有のセマンティクス・チェックを行うには、適切なチェッカを使用する必要があり
ます。デフォルトのチェッカ oracle.sqlj.checker.OracleCheckerは、フロントエン
ドとして機能し、環境に応じたチェッカを起動します。JDBCドライバを使用すると、
Oracle固有のチェッカが起動されます。 

パッケージパッケージパッケージパッケージ oracle.sql
oracle.sqlパッケージは、SQLJユーザーと JDBCユーザーにとって重要です。このパッ
ケージ内のクラスによって、Oracle8iのすべてのデータ型（oracle.sql.ROWID、
oracle.sql.CLOB、oracle.sql.NUMBERなど）がサポートされます。oracle.sqlク
ラスは、SQLロー・データ用のラッパーであり、該当の Java形式へのマッピングと変換メ
ソッドを提供します。oracle.sql.*オブジェクトは、該当する SQLデータのバイナリ表
現をバイト配列の形式で保持しています。

各 oracle.sql.*データ型クラスは、oracle.sql.Datumクラスのサブクラスです。

コード中にクラスの完全修飾名を使用しない場合は、次のように oracle.sqlパッケージ
をインポートする必要があります。

import oracle.sql.*;

Oracle固有のセマンティクス・チェックを行うには、適切なチェッカを使用する必要があり
ます。デフォルトのチェッカ oracle.sqlj.checker.OracleCheckerは、フロントエン
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ドとして機能し、環境に応じたチェッカを起動します。JDBCドライバを使用すると、
Oracle固有のチェッカが起動されます。 

セマンティクス・チェック用のトランスレータ・オプションの詳細は、8-30ページの「接続
オプション」および 8-54ページの「セマンティクス・チェックのオプション」を参照してく
ださい。

oracle.sqlクラスの詳細は『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。

BLOB、、、、CLOBおよびおよびおよびおよび BFILEのサポートのサポートのサポートのサポート
Oracle JDBCおよび SQLJでは、JDBC 2.0ラージ・オブジェクト（LOB）・データ型（BLOB
（バイナリ LOB）および CLOB（キャラクタ LOB）の総称）がサポートされています。この
サポート内容は、Oracle固有の BFILE型（データベースの外部に格納されている読取り専
用バイナリ・ファイル）とほとんど同じです。これらのデータ型は、次のクラスでサポート
されています。

� oracle.sql.BLOB

� oracle.sql.CLOB

� oracle.sql.BFILE

LOBとファイルの詳細およびサポートされているストリーム APIの使用方法は、『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.BLOB、oracle.sql.CLOBおよび oracle.sql.BFILEクラスは、Oracle
固有の SQLJアプリケーションで次のように使用できます。

� SQLJ実行文中（INTOリストでも使用可）の IN、OUTまたは INOUTホスト変数として

� ストアド・ファンクション・コールの戻り値として

� イテレータ宣言での列型として（名前指定および位置指定イテレータ）

LOBの操作には、BLOBおよび CLOBクラスで定義したメソッドを使用することをお薦めし
ます。PL/SQLパッケージ DBMS_LOBで定義したプロシージャやファンクションも使用でき
ます。このパッケージで定義されているプロシージャとファンクションは、SQLJプログラ
ムからコールできます。 

BFILEの操作には、BFILEクラスで定義したメソッドを使用することをお薦めします。
DBMS_LOBパッケージのファイル処理ルーチンも使用できます。

Javaアプリケーションでは、BLOB、CLOBおよび BFILEクラスのメソッドの方が DBMS_
LOBパッケージより便利です。実行時間が短縮される場合もあります。

読取りまたは書込み対象のチャンクの型は、操作対象の LOBの種類によります。たとえば、
CLOBの内容は文字データです。したがって、データ・チャンクを Java文字列で保持しま
す。BLOBの内容はバイナリ・データです。したがって、チャンク・データを Javaバイト配
列で保持します。
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BFILEでででで BFILEクラスを使用した場合とクラスを使用した場合とクラスを使用した場合とクラスを使用した場合と DBMS_LOB機能を使用した場合機能を使用した場合機能を使用した場合機能を使用した場合
の比較の比較の比較の比較
次の例では、BFILEで oracle.sqlのメソッドを使用した場合と DBMS_LOBパッケージを
使用した場合を比較します。 

例例例例 : BFILEでのでのでのでの oracle.sql.BFILEファイル処理メソッドの使用ファイル処理メソッドの使用ファイル処理メソッドの使用ファイル処理メソッドの使用  この例では、
oracle.sql.BFILEクラスのファイル処理メソッドで BFILEを操作します。

BFILE openFile (BFILE file) throws SQLException 
{ 
  String dirAlias, name; 
  dirAlias = file.getDirAlias(); 
  name = file.getName(); 
  System.out.println("name: " + dirAlias + "/" + name); 
   
  if (!file.isFileOpen())  
  { 
    file.openFile(); 
  } 
  return file; 
} 

BFILEの getDirAlias()および getName()メソッドは、フルパスとファイル名を取得
するためのメソッドです。openFile()メソッドは、ファイルをオープンするためのメソッ
ドです。操作する BFILEは、あらかじめオープンしておく必要があります。

例例例例 : BFILEでのでのでのでの DBMS_LOBファイル処理ルーチンの使用ファイル処理ルーチンの使用ファイル処理ルーチンの使用ファイル処理ルーチンの使用  この例では、DBMS_LOBパッケージ
のファイル処理ルーチンで BFILEを操作します。

BFILE openFile(BFILE file) throws SQLException 
{
   String dirAlias, name;
   #sql { CALL dbms_lob.filegetname(:file, :out dirAlias, :out name) };
   System.out.println("name: " + dirAlias + "/" + name);

   boolean isOpen;
   #sql isOpen = { VALUES(dbms_lob.fileisopen(:file)) };
   if (!isOpen) 
   {

注意注意注意注意 : DBMS_LOBはデータベース・パッケージです。サーバーへのラウ
ンドトリップが必要になります。

BLOB、CLOBおよび BFILEクラスのメソッドも、サーバーへのラウンド
トリップが必要になることがあります。
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      #sql { CALL dbms_lob.fileopen(:inout file) };
   }
   return file;
}

openFile()メソッドは、ファイル・オブジェクトの名前を出力し、その後で、そのファイ
ルのオープンしているバージョンを戻すためのメソッドです。BFILEを操作するには、あら
かじめ DBMS_LOB.FILEOPENまたは BFILEクラスの該当メソッドをコールし、ファイルを
オープンにしておく必要があります。

LOBでででで BLOBおよびおよびおよびおよび CLOBクラスを使用した場合とクラスを使用した場合とクラスを使用した場合とクラスを使用した場合と DBMS_LOB機能を使機能を使機能を使機能を使
用した場合の比較用した場合の比較用した場合の比較用した場合の比較
次の例では、BLOBおよび CLOBで oracle.sqlのメソッドを使用した場合と DBMS_LOB
パッケージを使用した場合を比較します。oracle.sqlメソッドの各使用例の後に、同じ機
能を DBMS_LOBで実現した例を示します。

例例例例 : CLOBに対するに対するに対するに対する oracle.sql.CLOB読取りメソッドの使用読取りメソッドの使用読取りメソッドの使用読取りメソッドの使用  oracle.sql.CLOBクラスのメ
ソッドを使用して、CLOBからデータを読み取ります。

void readFromClob(CLOB clob) throws SQLException 
{ 
  long clobLen, readLen; 
  String chunk; 
 
  clobLen = clob.length(); 
 
  for (long i = 0; i < clobLen; i+= readLen) { 
    chunk = clob.getSubString(i, 10); 
    readLen = chunk.length(); 
    System.out.println("read " + readLen + " chars: " + chunk); 
  } 
} 

このメソッドには、CLOBから Java文字列を 10文字ずつ読み取って戻すループがありま
す。CLOB全体を読み取るまで、ループが繰り返されます。 

例例例例 : CLOBに対するに対するに対するに対する DBMS_LOB読取りルーチンの使用読取りルーチンの使用読取りルーチンの使用読取りルーチンの使用  DBMS_LOBパッケージのルーチンを使
用して CLOBからの読取りを行います。

void readFromClob(CLOB clob) throws SQLException
{
   long clobLen, readLen;
   String chunk;

   #sql clobLen = { VALUES(dbms_lob.getlength(:clob)) };
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   for (long i = 1; i <= clobLen; i += readLen) {
       readLen = 10;
       #sql { CALL dbms_lob.read(:clob, :inout readLen, :i, :out chunk) };
       System.out.println("read " + readLen + " chars: " + chunk);
   }
}

このメソッドは CLOBの内容を 10文字ずつ読み取ります。チャンクのホスト変数の型は、
Stringです。

例例例例 : BLOBに対するに対するに対するに対する oracle.sql.BLOB書込みルーチンの使用書込みルーチンの使用書込みルーチンの使用書込みルーチンの使用  oracle.sql.BLOBクラスのメ
ソッドを使用して、BLOBにデータを書き込みます。入力パラメータで BLOBとデータ長を
指定します。

void writeToBlob(BLOB blob, long blobLen) throws SQLException 
{ 
  byte[] chunk = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; 
  long chunkLen = (long)chunk.length; 
   
  for (long i = 0; i < blobLen; i+= chunkLen) { 
    if (blobLen < chunkLen) chunkLen = blobLen; 
    chunk[0] = (byte)(i+1); 
    chunkLen = blob.putBytes(i, chunk); 
  } 
} 

指定された BLOB長に達するまで、このメソッドは BLOBに 10バイトずつ書き込むループ
を繰り返します。

例例例例 : BLOBに対するに対するに対するに対する DBMS_LOB書込みルーチンの使用書込みルーチンの使用書込みルーチンの使用書込みルーチンの使用  DBMS_LOBパッケージのルーチンを使
用して、BLOBへの書込みを行います。

void writeToBlob(BLOB blob, long blobLen) throws SQLException
{
   byte[] chunk = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
   long chunkLen = (long)chunk.length;

   for (long i = 1; i <= blobLen; i += chunkLen) {
      if ((blobLen - i + 1) < chunkLen) chunkLen = blobLen - i + 1;
      chunk[0] = (byte)i;       
      #sql { CALL dbms_lob.write(:INOUT blob, :chunkLen, :i, :chunk) };
   }
} 

このメソッドは、BLOBに 10バイトずつ書き込みます。チャンクのホスト変数の型は、
byte[]です。
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LOBおよびおよびおよびおよび BFILE型でのストアド・ファンクションの結果型でのストアド・ファンクションの結果型でのストアド・ファンクションの結果型でのストアド・ファンクションの結果
型 BLOB、CLOBおよび BFILEのホスト変数は、ストアド・ファンクション・コールの結果
に代入できます。次に示した例は、CLOBを対象としていますが、BLOBおよび BFILEの
コードにも同じ機能があります。

最初に、次のファンクション定義を想定します。

CREATE OR REPLACE function longer_clob (c1 clob, c2 clob) return clob is 
   result clob;
BEGIN
   if dbms_lob.getLength(c2) > dbms_lob.getLength(c1) then
      result := c2;
   else 
      result := c1;
   end if;
   RETURN result; 
END longer_clob;

次の例では、前の例で定義したファンクションからの戻り値の代入型として CLOBを使用し
ます。

void readFromLongest(CLOB c1, CLOB c2) throws SQLException
{
   CLOB longest;
   #sql longest = { VALUES(longer_clob(:c1, :c2)) };
   readFromClob(longest);
}

readFromLongest()メソッドは、前に定義した readFromClob()メソッドを使用して、
渡された CLOBの長い方の内容を出力します。

LOBおよびおよびおよびおよび BFILEホスト変数とホスト変数とホスト変数とホスト変数と SELECT INTOターゲットターゲットターゲットターゲット
型 BLOB、CLOBおよび BFILEのホスト変数は、SELECT INTO実行文の INTOリストに記
述できます。次に示した例は、BLOBと CLOBを対象としていますが、BFILEのコードにも
同じ機能があります

次の表定義を想定します。

CREATE TABLE basic_lob_table(x varchar2(30), b blob, c clob);
INSERT INTO basic_lob_table 
   VALUES('one', '010101010101010101010101010101', 'onetwothreefour');
INSERT INTO basic_lob_table 
   VALUES('two', '020202020202020202020202020202', 'twothreefourfivesix');
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次の例では、BLOBと CLOBをホスト変数として使用し、前に定義した表のデータを
SELECT INTO文を使用して受け取ります。

...
BLOB blob;
CLOB clob; 
#sql { SELECT one.b, two.c INTO :blob, :clob 
     FROM basic_lob_table one, basic_lob_table two 
     WHERE one.x='one' AND two.x='two' };
#sql { INSERT INTO basic_lob_table VALUES('three', :blob, :clob) };
...

BASIC_LOB_TABLEの先頭行から BLOBを取り出し、2番目の行から CLOBを取り出しま
す。その後で、前の操作で選択した BLOBと CLOBを使用して、3番目の行を表に挿入しま
す。 

LOBとととと BFILEを使用したイテレータの宣言を使用したイテレータの宣言を使用したイテレータの宣言を使用したイテレータの宣言
型 BLOB、CLOBおよび BFILEは、SQLJの位置指定および名前指定イテレータの列型として
使用できます。これらのイテレータには、該当する実行可能な SQLJ操作の結果を格納でき
ます。

次に示したサンプルの宣言は、以降、繰り返し使用します。

#sql iterator NamedLOBIter(CLOB c);
#sql iterator PositionedLOBIter(BLOB);
#sql iterator NamedFILEIter(BFILE bf);

LOBおよびおよびおよびおよび BFILE型ホスト変数と名前指定イテレータの結果型ホスト変数と名前指定イテレータの結果型ホスト変数と名前指定イテレータの結果型ホスト変数と名前指定イテレータの結果
次の例では、表 BASIC_LOB_TABLEと前の例で定義したメソッド readFromLongest()を
使用し、名前指定イテレータで CLOBを使用します。BLOBおよび BFILEのコードも、同様
の記述になります。

次のように宣言します。

#sql iterator NamedLOBIter(CLOB c);

実行可能コードを示します。

...
NamedLOBIter iter;  
#sql iter = { SELECT c FROM basic_lob_table };
if (iter.next())
   CLOB c1 = iter.c();
if (iter.next())
   CLOB c2 = iter.c();
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iter.close();
readFromLongest(c1, c2);
...

この例では、イテレータを使用して、BASIC_LOB_TABLEの最初の 2行から CLOBを 2つ
選択します。次に readFromLongest()メソッドを使用して、2つのうちの大きい方を出
力します。 

LOBおよびおよびおよびおよび BFILE型ホスト変数と、位置指定イテレータの型ホスト変数と、位置指定イテレータの型ホスト変数と、位置指定イテレータの型ホスト変数と、位置指定イテレータの FETCH INTO
ターゲットターゲットターゲットターゲット
型 BLOB、CLOBおよび BFILEのホスト変数は、位置指定イテレータで使用できます。イテ
レータの該当列の属性が同じ型の場合は、対応付けられている FETCH INTO文の INTOリ
ストに、これらのホスト変数を記述できます。 

次の例では、表 BASIC_LOB_TABLEと、前の例で定義したメソッド writeToBlob()を使
用します。CLOBおよび BFILEのコードも、同様の記述になります。

次のように宣言します。

#sql iterator PositionedLOBIter(BLOB);

実行可能コードを示します。

...
PositionedLOBIter iter;
BLOB blob = null;
#sql iter = { SELECT b FROM basic_lob_table };
for (long rowNum = 1; ; rowNum++) 
{
    #sql { FETCH :iter INTO :blob };
    if (iter.endFetch()) break;
    writeToBlob(blob, 512*rowNum); 
}
iter.close();
...

この例では、BASIC_LOB_TABLE内の各 BLOBに対して、writeToBlob()をコールしま
す。各行から、512バイトずつデータが書き込まれます。
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Oracle ROWIDのサポートのサポートのサポートのサポート
Oracle固有の型 ROWIDは、データベース表の各行の一意のアドレスを格納するための型で
す。クラス oracle.sql.ROWIDは、ROWID情報をラッピングします。型 ROWIDの変数
をバインドおよび定義するときに、このクラスを使用します。 

型 oracle.sql.ROWIDの変数は、Oracleデータベースに接続する SQLJアプリケーション
で、次のように使用できます。

� SQLJ実行文中（INTOリストでも使用可）の IN、OUTまたは INOUTホスト変数として

� ストアド・ファンクション・コールの戻り値として

� イテレータ宣言での列型として（名前指定および位置指定イテレータ）

ROWIDを使用したイテレータ宣言を使用したイテレータ宣言を使用したイテレータ宣言を使用したイテレータ宣言
型 oracle.sql.ROWIDは、次の宣言のように、SQLJの位置指定および名前指定イテレー
タの列型として使用できます。

#sql iterator NamedRowidIter (String ename, ROWID rowid);

#sql iterator PositionedRowidIter (String, ROWID);

ROWIDホスト変数と名前指定イテレータのホスト変数と名前指定イテレータのホスト変数と名前指定イテレータのホスト変数と名前指定イテレータの SELECT結果結果結果結果
ROWIDオブジェクトは、SQLJ実行文で IN、OUTおよび INOUTパラメータとして使用でき
ます。また、イテレータの ROWID型の列を設定できます。次のコード例では、前の例で示
した宣言を使用します。

次のように宣言します。

#sql iterator NamedRowidIter (String ename, ROWID rowid);

実行可能コードを示します。

...
NamedRowidIter iter; 
ROWID rowid;
#sql iter = { SELECT ename, rowid FROM emp };
while (iter.next())
{
   if (iter.ename().equals("TURNER"))
   {

注意注意注意注意 : 現行の Oracleでは位置指定 UPDATEまたは位置指定 DELETEで、
SQLJ仕様どおりに WHERE CURRENT OF句を使用できません。かわりに、
この機能をシミュレートする ROWIDの使用をお薦めします。
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       rowid = iter.rowid();
       #sql { UPDATE emp SET sal = sal + 500 WHERE rowid = :rowid };
   }
}
iter.close();
...

前述の例では、ROWIDに基づき、従業員 Turnerの給与が $500増えます。この方法で
WHERE CURRENT OFセマンティクスをコード化することをお薦めします。

ストアド・ファンクションの結果としてのストアド・ファンクションの結果としてのストアド・ファンクションの結果としてのストアド・ファンクションの結果としての ROWID
データベース中に次のファンクションがあるものとします。

CREATE OR REPLACE function get_rowid (name varchar2) return rowid is
   rid rowid;
BEGIN
   SELECT rowid INTO rid FROM emp WHERE ename = name;
   RETURN rid;
END get_rowid;

このストアド・ファンクションの場合は、このファンクションの戻り値の代入型として、
ROWIDオブジェクトが次のように使用されます。 

ROWID rowid;
#sql rowid = { values(get_rowid('TURNER')) };
#sql { UPDATE emp SET sal = sal + 500 WHERE rowid = :rowid };

この例では、ROWIDに基づき、従業員 Turnerの給与が $500増えます。

SELECT INTOのターゲットとしてののターゲットとしてののターゲットとしてののターゲットとしての ROWID
型 ROWIDのホスト変数は、SELECT INTO文の INTOリストに記述できます。

ROWID rowid;
#sql { SELECT rowid INTO :rowid FROM emp WHERE ename='TURNER' };
#sql { UPDATE emp SET sal = sal + 500 WHERE rowid = :rowid };

この例では、ROWIDに基づき、従業員 Turnerの給与が $500増えます。

ROWIDホスト変数と位置指定イテレータのホスト変数と位置指定イテレータのホスト変数と位置指定イテレータのホスト変数と位置指定イテレータの FETCH INTOターゲットターゲットターゲットターゲット
型 ROWIDのホスト変数は、FETCH INTO文の INTOリストに記述できます（イテレータ内
の該当列の属性が同じ型の場合）。

次のように宣言します。

#sql iterator PositionedRowidIter (String, ROWID);
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実行可能コードを示します。

...
PositionedRowidIter iter;
ROWID rowid = null;
String ename = null;
#sql iter = { SELECT ename, rowid FROM emp };
while (true)
{
   #sql { FETCH :iter INTO :ename, :rowid };
   if (iter.endFetch()) break;
   if (ename.equals("TURNER"))
   {
       #sql { UPDATE emp SET sal = sal + 500 WHERE rowid = :rowid };
   }
}
iter.close();
...

この例は、前述の名前指定イテレータの例に似ていますが、位置指定イテレータの必須
FETCH INTO構文を使用します。

Oracleのののの REF CURSOR型のサポート型のサポート型のサポート型のサポート
Oracle PL/SQLと Oracle SQLJでは、データベースのカーソルを表すカーソル変数を使用で
きます。

REF CURSOR型の概要型の概要型の概要型の概要
カーソル変数は、機能的には JDBCの結果セットに相当し、問合せ結果をカプセル化しま
す。カーソル変数は REF CURSORとも呼ばれますが、REF CURSOR自体は型指定子であっ
て、型名ではありません。指定子自体でなく、REF CURSORの型の名前を指定する必要があ
ります。次に、REF CURSORの型指定の例を示します。

TYPE EmpCurType IS REF CURSOR;

Oracleの REF CURSOR型のパラメータは、ストアド・プロシージャとストアド・ファンク
ションで戻されます。REF CURSORパラメータを戻すには、PL/SQLを使用する必要があ
り、SQLのみを使用した場合は戻されません。PL/SQLのストアド・プロシージャやストア
ド・ファンクションでは、任意の名前を付けた REF CURSOR型の変数を宣言したり、
SELECT文を実行したり、REF CURSOR変数に戻り値としての結果を代入したりできます。

カーソル変数の詳細は、『PL/SQLユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』を参照してく
ださい。
型のサポート  5-33



Oracleの拡張型
SQLJのののの REF CURSOR型型型型
Oracle SQLJでは、REF CURSOR型を任意のイテレータ・クラス型または型
java.sql.ResultSetのイテレータ列またはホスト変数にマッピングできます。ただし、
マッピングの対象となるホスト変数は OUT型のみです。次に、REF CURSOR型の用途をま
とめます。

� ストアド・ファンクションの戻り値に使用する結果式として

� ストアド・プロシージャまたはストアド・ファンクションの出力パラメータの出力ホス
ト式として

� INTOリスト中の出力ホスト式として

� イテレータ列として

Oracle SQLの CURSOR演算子は、外部の SELECT文の内側にネストされている SELECTに
対して使用できます。このようにすると、REF CURSORを、イテレータ内のイテレータ列ま
たは ResultSet列に書き込めます。あるいは、REF CURSORを、INTOリスト中のイテ
レータ・ホスト変数または ResultSetホスト変数に書き込むことも可能です。

暗黙的な REF CURSOR変数の使用例（たとえば、CURSOR演算子の例など）は、3-42ペー
ジの「ホスト変数としてのイテレータおよび結果セットの使用」を参照してください。

REF CURSORの例の例の例の例
無名ブロックから REF CURSOR型を取り出すサンプル・メソッドを次に示します。 このコー
ドは、12-50ページの「REF CURSOR: RefCursDemo.sqlj」のサンプル・アプリケーションか
らの抜粋です。

private static EmpIter refCursInAnonBlock(String name, int no) 
  throws java.sql.SQLException {
  EmpIter emps = null;    

  System.out.println("Using anonymous block for ref cursor.."); 
  #sql { begin
           INSERT INTO emp (ename, empno) VALUES (:name, :no);
           OPEN :out emps FOR SELECT ename, empno FROM emp ORDER BY empno;

注意注意注意注意 : 

� REF CURSORの型には、型コード OracleTypes.CURSORを使用する
必要があります。

� REF CURSORの型は、oracle.sqlクラスではサポートされていませ
ん。java.sql.ResultSetクラスまたはイテレータ・クラスを使用
する必要があります。（データベースのリソースを解放するために、
結果セットまたはイテレータは、処理完了時点でクローズしてくださ
い。）
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         end
       };
  return emps;
}

その他のその他のその他のその他の Oracle8iデータ型のサポートデータ型のサポートデータ型のサポートデータ型のサポート
oracle.sqlのあらゆるクラスは、イテレータ列にも、入力、出力または入出力のホスト変
数にも、標準 Java型と同じように使用できます。たとえば、前述したクラスでは、
oracle.sql.NUMBER、oracle.sql.CHAR、oracle.sql.RAWなどのクラスがサポート
されています。

oracle.sql.*クラスは Java型の形式に変換する必要がないので、対応する Java型よりも
効率および精度面で優れています。ただし、標準 Javaプログラムで使用する場合、または
エンド・ユーザーで表示する場合は、データを標準 Java型に変換してください。

BigDecimalのサポート強化のサポート強化のサポート強化のサポート強化
SQLJでは、java.math.BigDecimalを次の用途に使用できます。

� SQLJ実行文中のホスト変数として

� ストアド・ファンクション・コールの戻り値として

� イテレータの列型として

標準 SQLJで数値データおよび 10進データの値を BigDecimalとして取得するには、JDBC
のデフォルト・マッピングを使用する必要があります。 （JDBCのデフォルト・マッピング
の詳細は、5-2ページの表 5-1を参照してください。）

標準 SQLJに対し、Oracle SQLJでは、Oracle8i、Oracle JDBCドライバ、Oracleカスタマイ
ザおよび Oracle SQLJランタイムを使用すると、数値から変換可能なデータ型をデフォルト
以外の型にマッピングできます。変換可能なデータ型としては、CHAR、VARCHAR2、LONG
および NUMBERがあります。たとえば、CHAR列のデータは、BigDecimal変数への取込み
ができます。ただし、エラーを防ぐために、文字データの内容を数字のみにする必要があり
ます。

注意注意注意注意 : BigDecimalを使用するには、java.mathをインポートするか、
または BigDecimalの完全修飾名を指定します。
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オブジェクトとコレクションオブジェクトとコレクションオブジェクトとコレクションオブジェクトとコレクション

この章では、Oracle SQLJにおけるユーザー定義 SQL型のサポート方法について説明しま
す。ユーザー定義 SQL型は、オブジェクト（および関連するオブジェクト参照）とコレク
ション（変数配列および NESTED TABLE）です。Oracleの JPublisherユーティリティにつ
いても説明します。ユーザー定義 SQL型に対応する Javaクラスをこのユーティリティで生
成できます。

次の項目について説明します。

� 概要

� Oracleのオブジェクトとコレクションについて

� カスタム Javaクラス

� データベース内のユーザー定義型

� JPublisherとカスタム Javaクラスの作成

� SQLJ実行文の厳密な型指定のオブジェクトと参照

� SQLJ実行文の厳密な型指定のコレクション

� Javaオブジェクトのシリアル化

� 緩い型指定のオブジェクト、参照およびコレクション
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概要
概要概要概要概要
Oracle8iおよび Oracle SQLJでは、ユーザー定義の SQLオブジェクト型（複合データ構造
体）、関連する SQLオブジェクト参照型およびユーザー定義の SQLコレクション型を使用
できます。Oracleのオブジェクトとコレクションは、複合データ構造体であり、複数のデー
タ要素で構成されます。

Oracle SQLJでは、厳密な型指定のまたは緩い型指定の、Java表現のオブジェクト型、参照
型およびコレクション型を、イテレータまたはホスト式で使用できます。 厳密な型指定の表
現では、特定のオブジェクト型、参照型またはコレクション型にマッピングされたカスタム
Javaクラスを使用するので、JDBC規格の java.sql.SQLDataインタフェースまたは
Oracleの oracle.sql.CustomDatumインタフェースを実装する必要があります。どちら
のパラダイムも、カスタム Javaクラスを自動生成するOracleの JPublisherユーティリティ
によってサポートされています。緩い型指定の表現では、クラス oracle.sql.STRUCT
（オブジェクトの場合）、oracle.sql.REF（参照の場合）または oracle.sql.ARRAY（コ
レクションの場合）を使用します。（緩い型指定の表現では、標準 java.sql.Struct、
Refまたは Arrayオブジェクトもかわりに使用できます。）

コード中に Oracle拡張型を使用する場合は、次の要件が伴うので注意してください。

� Oracle JDBCドライバを使用する必要があります。

� プロファイルを適切にカスタマイズする必要があります（デフォルトのカスタマイザ
oracle.sqlj.runtime.util.OraCustomizerを使用することをお薦めします）。

� アプリケーション実行時に Oracle SQLJランタイムを使用する必要があります。

（Oracle SQLJランタイムとOracle JDBCドライバは、Oracleカスタマイザを使用する場合
は常に必要であり、Oracle拡張型をコード中に使用しない場合であっても、Oracleカスタマ
イザを使用するときは、常に必要です。）

コード中にクラスの完全修飾名を使用しない場合は、次のように oracle.sqlパッケージ
をインポートする必要があります。

import oracle.sql.*;

Oracle固有のセマンティクス・チェックを行うには、適切なチェッカを使用する必要があり
ます。デフォルトのチェッカ oracle.sqlj.checker.OracleCheckerは、フロントエン
ドとして機能し、環境に応じたチェッカを起動します。JDBCドライバを使用すると、
Oracle固有のチェッカが起動されます。 

セマンティクス・チェック用のトランスレータ・オプションの詳細は、8-30ページの「接続
オプション」および 8-54ページの「セマンティクス・チェックのオプション」を参照してく
ださい。
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Oracleのオブジェクトとコレクションについてのオブジェクトとコレクションについてのオブジェクトとコレクションについてのオブジェクトとコレクションについて
ここでは、Oracle8iのオブジェクトとコレクションの基本的な概念について説明します。

Oracleのオブジェクト、参照およびコレクションに関する概念および詳細は『Oracle8i SQL
リファレンス』および『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド 基礎編』を参照してくださ
い。

オブジェクトとコレクションの宣言方法の詳細は、6-15ページの「データベース内のユー
ザー定義型」を参照してください。

Oracleオブジェクトの基本概念オブジェクトの基本概念オブジェクトの基本概念オブジェクトの基本概念
Oracleのオブジェクト（SQLオブジェクト）は複合データ構造体であり、関連するデータ項
目（各従業員に関する事実など）を１つのデータ単位にまとめたものです。オブジェクト型
は、機能的には Javaのクラスに相当します。Javaクラスをインスタンス化してオブジェク
トをいくつでも使用できるように、特定のオブジェクト型のオブジェクトをいくつでも設定
して使用できます。

たとえば、属性 name（型 CHAR）、address（型 CHAR）、phonenumber（型 CHAR）およ
び employeenumber（型 NUMBER）を持つオブジェクト型 EMPLOYEEを定義できます。 

Oracleのオブジェクトのメソッド（ストアド・プロシージャ）は、オブジェクト型への対応
付けができます。これらのメソッドは、staticメソッドまたはインスタンス・メソッドとし

注意注意注意注意 : 

� この章では、主に、ユーザー定義型に対するカスタム Javaクラスの使
用方法について説明しますが、CustomDatumを実装したクラスは、
他の Oracle SQL型に対しても使用できます。CustomDatumを実装
したクラスを使用すると、データベースと Java間のデータ転送時に
任意の処理またはトランスレーションを行えます。

� オブジェクト、参照およびコレクションのカスタム Javaクラスは、そ
れぞれカスタム・オブジェクト・クラス、カスタム参照クラスおよび
カスタム・コレクション・クラスと呼ばれます。

� SQLDataインタフェースは、カスタム・オブジェクト・クラス専用で
す。これに対し、CustomDatumインタフェースは、どんなカスタム
Javaクラスにも使用できます。

� ユーザー定義の SQLオブジェクト型と SQLコレクション型は、ユー
ザー定義型（UDT）と呼ばれます。

� Oracleオブジェクトの特徴と機能の概要は、『Oracle8iアプリケー
ション開発者ガイド オブジェクト・リレーショナル機能』を参照して
ください。
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て、PL/SQLまたは Javaで実装できます。メソッドのシグネチャとして、任意の数の入力、
出力または入出力パラメータを使用できます。すべては初期定義によって決まります。

Oracleコレクションの基本概念コレクションの基本概念コレクションの基本概念コレクションの基本概念
Oracleのコレクション（SQLコレクション）は、次の 2つのカテゴリに分類されます。

� 変数配列（VARRAY型）

� NESTED TABLE（NESTED TABLE型）

両カテゴリのコレクションは 1次元ですが、複合オブジェクト型の要素を収容できます。
VARRAY型は、1次元配列に対して使用します。一方、NESTED TABLE型は、表の中に別の
表を入れ子にする場合に使用します。VARRAY型の変数を VARRAYと呼び、NESTED 
TABLE型の変数を NESTED TABLEと呼びます。

VARRAYは、配列と同じように、データ要素の順序付集合です。各要素に索引があり、す
べての要素が同じデータ型です。VARRAYのサイズは、要素の最大数を示します。Oracle
の VARRAYは、名前が示すように、可変サイズです。各 VARRAY型の宣言時に、VARRAY
型の最大サイズを指定する必要があります。

NESTED TABLEは、順序付けされていない要素の集合です。表内の NESTED TABLE要素
の自己問合せは、SQLでは可能ですが、SQLJでは行えません。表と同じように、NESTED 
TABLEの行数は動的に算出されるので、作成時に指定する必要はありません。

オブジェクトとコレクションのデータ型オブジェクトとコレクションのデータ型オブジェクトとコレクションのデータ型オブジェクトとコレクションのデータ型
Oracle8iのユーザー指定のオブジェクト定義およびコレクション定義は、SQLのデータ型定
義として機能します。これらのデータ型は、他のデータ型と同じように、表の列定義、SQL
オブジェクトの属性定義およびストアド・プロシージャまたはストアド・ファンクションの
パラメータの定義に使用できます。また、オブジェクト型を定義すると、そのオブジェクト
参照型を他の SQL参照型のように使用できます。

EMPLOYEEを Oracleのオブジェクトとして定義すると（6-3ページの「Oracleオブジェクト
の基本概念」を参照）、Oracleのデータ型になります。したがって、型 EMPLOYEEの列は、
型 NUMBERの列と同じように、表への取込みができます。EMPLOYEE列の各行に、
EMPLOYEEオブジェクト全体を格納できます。REF EMPLOYEE型の列も表に取り込めます。
この列の内容は、EMPLOYEEオブジェクトへの参照です。

注意注意注意注意 : VARRAYの各要素または NESTED TABLEの各行は、ユーザー定
義のオブジェクト型にできます。したがって、ユーザー定義オブジェクト
型の属性に対して、VARRAY型および NESTED TABLE型を使用できます。
ただし、Oracleでは、コレクション型をネストできません。VARRAYの
要素または NESTED TABLEの行は、別の VARRAY型または NESTED 
TABLE型にしたり、VARRAY属性または NESTED TABLE属性を持つ
ユーザー定義のオブジェクト型にしたりはできません。
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同様に、NUMBERの VARRAY(10）として VARRAY型 MYVARRを定義したり、CHAR(20）
の NESTED TABLE型 NTBLを定義できます。コレクション型 MYVARRと NTBLは Oracleの
データ型になるので、これらの型の列を表に定義できます。MYVARR列の各行は、最大 10
数字を収容する配列です。NTBL列の各行は 20文字で構成されます。

カスタムカスタムカスタムカスタム Javaクラスクラスクラスクラス
カスタム Javaクラスの用途は、データベースと Javaアプリケーション間のデータの変換手
段を提供し、データへのアクセスを可能にすることです。この機能は、特に、オブジェクト
とコレクションのサポートにおいて重要です。データのカスタム変換を行う場合も、この機
能が必要です。

SQLJアプリケーションで使用する各ユーザー定義型（オブジェクトとコレクション）に対
して、カスタム Javaクラスを用意することをお薦めします。Oracle JDBCドライバでのデー
タ変換には、これらのカスタム Javaクラスのインスタンスを使用します。カスタム Javaク
ラスを使用した方が、緩い型指定の oracle.sql.STRUCT、REFおよび ARRAYクラスを使
用するより便利であり、エラーも発生しにくくなるためです。

カスタム Javaクラスはファーストクラスの型です。ユーザー定義 SQL型に対する読込み /
書込みは、ユーザーが意識することなく行われます。

カスタム Javaクラスを SQLJイテレータまたはホスト式で使用するときは、
oracle.sql.CustomDatum（および CustomDatumFactory）インタフェースまたは標準
java.sql.SQLDataインタフェースをこのクラス自体に実装する必要があります。ここで
は、これらのインタフェースおよびカスタム Javaクラスの機能について、次の内容を取り
上げながら説明します。

� カスタム Javaクラスのインタフェース仕様

� オブジェクト・メソッドでのカスタム Javaクラスのサポート

� カスタム Javaクラスの要件

� カスタム Javaクラスのコンパイル

� カスタム・データの読込みと書込み

� CustomDatum実装のその他の使用例

カスタムカスタムカスタムカスタム Javaクラスのインタフェース仕様クラスのインタフェース仕様クラスのインタフェース仕様クラスのインタフェース仕様
ここでは、CustomDatumおよび CustomDatumFactoryインタフェース仕様と、SQLData
インタフェース仕様について説明します。

CustomDatumおよびおよびおよびおよび CustomDatumFactoryの指定の指定の指定の指定
Oracleには、インタフェース oracle.sql.CustomDatumと関連インタフェース
oracle.sql.CustomDatumFactoryが用意されています。これらのインタフェースを使
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用して、Oracleのオブジェクト型、参照型およびコレクション型をカスタム Javaクラスに
マッピングできます。 

データベースとのデータのやり取りには、oracle.sql.Datumオブジェクトを使用しま
す。元のデータは、oracle.sql.Datumのサブクラス（oracle.sql.STRUCTなど）の形
式です。このデータはコード化されたデータベース形式のままになっており、
oracle.sql.Datumオブジェクトはラッパーとしてのみ機能します。Oracleの拡張型をサ
ポートする oracle.sqlパッケージ内のクラスの詳細は、『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。

Java形式からデータベース形式へのデータ変換に使用する toDatum()メソッドは、
CustomDatumインタフェースで指定します。このメソッドは、Oracle JDBCドライバが使
用する OracleConnectionオブジェクトを入力として取り、データを適切な
oracle.sql.*表現に変換します。JDBCドライバは、実行時に OracleConnectionオブ
ジェクトを使用して、型チェックと型変換を行います。CustomDatumと toDatum()は、
次のように指定します。

interface oracle.sql.CustomDatum
{
   oracle.sql.Datum toDatum(OracleConnection c);
}

カスタム Javaクラスのインスタンスを作成し、データベース形式から Java形式に変換する
create()メソッドは、CustomDatumFactoryインタフェースで指定します。このメソッ
ドは、入力として Datumオブジェクトを取ります。このオブジェクトには、データベース
からのデータおよび型コード（基になるデータが SQL型であることを示す
OracleTypes.RAWなど）が保持されています。このメソッドで戻されるカスタム Javaク
ラスのオブジェクトには、CustomDatumインタフェースが実装されています。このオブ
ジェクトは、入力された Datumオブジェクトからデータを取得します。
CustomDatumFactoryと create()は、次のように指定します。

interface oracle.sql.CustomDatumFactory
{
   oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum d, int sqlType);
}

CustomDatumインタフェースと CustomDatumFactoryインタフェース間の関係を確立す
るには、CustomDatumインタフェースを実装したカスタム Javaクラスに、static 
getFactory()メソッドを実装する必要があります。このメソッドで戻されるオブジェク
トは、CustomDatumFactoryインタフェースが実装されているので、カスタム Javaクラ
スのインスタンスを作成できます。戻されたオブジェクト自体が、カスタム Javaクラスの
インスタンスの場合もあります。この場合、Oracle JDBCドライバは、その create()メ
ソッドを使用して、カスタム Javaクラスのインスタンスを生成します。 
6-6  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス



カスタム Javaクラス
CustomDatumクラスを実装したクラスに対する Oracle SQLJでの要件については、6-9ペー
ジの「CustomDatumを実装したクラスに対する Oracleの要件」を参照してください。

CustomDatumインタフェースと CustomDatumFactoryインタフェース、oracle.sql
クラスおよび OracleTypesクラスの詳細は『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。 

JPublisherを使用して -usertypes=oracleと指定すると、JPublisherのカスタム Javaク
ラスが生成されます。このクラスには、CustomDatumインタフェース、
CustomDatumFactoryインタフェースおよび getFactory()メソッドが実装されます。

SQLDataの指定の指定の指定の指定
標準 JDBC 2.0には、構造化オブジェクト型を Javaクラスにマッピングし、変換するための
インタフェース java.sql.SQLDataが提供されています。このインタフェースは、構造化
オブジェクト型のみをマッピングの対象としているため、コレクションや配列などの SQL
型はマッピングできません。

SQLDataインタフェースは、JDBC 2.0標準であり、readSQL()メソッドを指定してデータ
ベースのデータを Javaオブジェクトに読み込む一方で、writeSQL()メソッドを指定して
Javaオブジェクトのデータをデータベースに書き込みます。

SQLDataを実装したクラスに要求される機能の詳細は、6-10ページの「SQLDataを実装し
たクラスに対する要件」を参照してください。

標準 SQLData機能の追加詳細は、Sun Microsystemsの JDBC 2.0 API仕様を参照してくだ
さい。

JPublisherを使用して -usertypes=jdbcと指定すると、JPublisherのカスタム Javaクラ
スが生成されます。このクラスには、SQLDataインタフェースが実装されています。

注意注意注意注意 : JPublisherを使用すると、CustomDatumおよびその toDatum()
メソッドと、CustomDatumFactoryおよびその create()メソッドと
を、1つのカスタム Javaクラスに実装できます。ただし、toDatum()と
create()を別々のインタフェースに指定した場合は、それぞれを別個の
クラスに実装することも可能になります。CustomDatumおよびその
toDatum()メソッドと、getFactory()メソッドを 1つのカスタム Java
クラスに実装する一方で、CustomDatumFactoryおよびその create()
メソッドを別個のファクトリ・クラスに実装することも可能です。 ここで
は、両方のインタフェースを 1つのクラスに実装する場合について説明し
ます。
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オブジェクト・メソッドでのカスタムオブジェクト・メソッドでのカスタムオブジェクト・メソッドでのカスタムオブジェクト・メソッドでのカスタム Javaクラスのサポートクラスのサポートクラスのサポートクラスのサポート
Oracleオブジェクト・メソッドは、カスタム Javaクラスのラッパーとして実装できます。
基になるストアド・プロシージャの記述言語が PL/SQL、Javaのどちらであるか、また SQL
に公開されているかどうかは、ユーザーには表示されません。

Javaのラッパー・メソッドでサーバー側メソッドを起動するには、サーバーと通信するため
の接続が必要です。接続オブジェクトは、パラメータとして明示的に指定することも、別の
方法（カスタム Javaクラスの属性など）で対応付けることも可能です。

ラッパー・メソッドで使用する接続オブジェクトを非静的属性とした場合、このラッパー・
メソッドをカスタム Javaクラスのインスタンス・メソッドとすると、この接続にアクセス
できます。JPublisherで生成したカスタム Javaクラスでは、この手法が採用されています。 

Oracleオブジェクト・メソッドの出力および入出力パラメータに関しては、次のことに留意
してください。データベース中のストアド・プロシージャ（SQLオブジェクト・メソッド）
によって、ある引数の内部状態が変更された場合、ストアド・プロシージャに渡された実引
数も変更されます。Javaで記述した場合、こうした現象は起こりません。ストアド・プロ
シージャ・コールから戻された JDBC出力パラメータは、新たに生成されたオブジェクトに
格納されます。元のオブジェクト IDは失われます。 

出力または入出力パラメータをコール側に戻す方法としては、パラメータを配列要素として
渡す方法もあります。入出力パラメータの場合は、ラッパー・メソッドが入力として配列要
素をとります。処理後、ラッパーは出力を配列要素に代入します。JPublisherで生成したカ
スタム Javaクラスでは、この手法が使用されます。つまり、出力または入出力パラメータ
をそれぞれ単一要素配列で渡します。

JPublisherを使用すると、デフォルトではラッパー・メソッドが実装されます。生成された
クラスには、SQLDataインタフェースまたは CustomDatumインタフェースが実装されて
おり、このことが当てはまります。このデフォルトの機能を無効にするには、JPublisherの
-methodsフラグを falseに設定します。 詳細は、『Oracle8i JPublisher ユーザーズ・ガイ
ド』を参照してください。

注意注意注意注意 : カスタム Javaクラスを自分で実装する場合、ラッパー・メソッド
を実装する方法としていくつかの選択肢があります。データ処理は、SQL
オブジェクト・メソッドのサーバー内またはラッパー・メソッドのクライ
アントのどちらかで実行されます。 JPublisherでのラッパー・メソッドの
実装および実装による効果については、6-33ページの「JPublisherで生成
されるラッパー・メソッド」を参照してください。
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カスタムカスタムカスタムカスタム Javaクラスの要件クラスの要件クラスの要件クラスの要件
カスタム Javaクラスに求められる要件としては、有効なホスト変数型としてOracle SQLJト
ランスレータで認識できることおよびトランスレータでタイプ・チェックできることが挙げ
られます。 

こうした機能をカスタム JavaクラスでサポートするためのOracle固有の要件については、
この項で説明します。CustomDatumおよび SQLData実装の両方に対する要件についても
解説します。

CustomDatumを実装したクラスに対するを実装したクラスに対するを実装したクラスに対するを実装したクラスに対する Oracleの要件の要件の要件の要件
CustomDatumを実装するための Oracleでの要件は、どのカスタム Javaクラスの場合にも
基本的には同じです。ただし、クラスによるマッピング先が、オブジェクト、オブジェクト
参照、コレクションまたはその他の SQL型のどれに該当するかによって、この要件は若干
異なってきます。

この要件を次に示します。

� oracle.sql.CustomDatumインタフェースを実装したクラスであること。

� 次の oracle.sql.CustomDatumFactoryオブジェクトを戻り値とするメソッド
getFactory()を実装したクラスであること。

public static oracle.sql.CustomDatumFactory getFactory();

� Datumサブクラス（toDatum()の戻り値）の oracle.jdbc.driver.OracleTypes
型コードに初期化された定数 _SQL_TYPECODEを、クラスが保持していること。

カスタム・オブジェクト・クラスの場合

public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.STRUCT;

カスタム参照クラスの場合

public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.REF;

カスタム・コレクション・クラスの場合

public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.ARRAY;

これ以外のクラスの場合は、それぞれ適切な型コードに初期化されます。たとえば、カ
スタム Javaクラスで、データベースの RAWフィールドに対して Javaオブジェクトをシ
リアル化およびデシリアライズするには、_SQL_TYPECODEを OracleTypes.RAWに
初期化します。 6-57ページの「Javaオブジェクトのシリアル化」を参照してください。

（OracleTypesクラスは、各 Oracleデータ型の型コード（整数定数）のみを定義しま
す。標準 SQL型の OracleTypesエントリは、標準 java.sql.Types型定義クラス
のエントリと同じです。）
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� _SQL_TYPECODEが STRUCT、REFまたは ARRAYのどちらかに該当する（つまり、オブ
ジェクト、オブジェクト参照またはコレクションを表す）カスタム Javaクラスの場合、
該当のユーザー定義型の名前を示す定数を保持していること。

カスタム・オブジェクト・クラスおよびカスタム・コレクション・クラスの定数（文字
列）_SQL_NAMEは、ユーザー定義型に対して宣言した SQL名に初期化する必要があり
ます。次に例を示します。

public static final String _SQL_NAME = UDT name;

カスタム・オブジェクト・クラスの例（ユーザー定義の PERSONオブジェクトの場合）

public static final String _SQL_NAME = "PERSON";

または（スキーマを指定する場合）

public static final String _SQL_NAME = "SCOTT.PERSON";

カスタム・コレクション・クラスの例（PERSONオブジェクトのコレクションを
PERSON_ARRAYと宣言した場合）

public static final String _SQL_NAME = "PERSON_ARRAY";

カスタム参照クラスの定数（文字列）_SQL_BASETYPEは、参照先のユーザー定義型に
対して宣言した SQL名に初期化する必要があります。

public static final String _SQL_BASETYPE = UDT name;

カスタム参照クラスの例（PERSON参照の場合）

public static final String _SQL_BASETYPE = "PERSON";

前述以外の CustomDatumで使用する場合、UDT名の指定はありません。

SQLDataを実装したクラスに対する要件を実装したクラスに対する要件を実装したクラスに対する要件を実装したクラスに対する要件
SQLDataを実装したクラスは、SQLJ ISO規格で概説されているような型マップ定義の要件
を満たしている必要があります。 一方、SQLDataラッパー・クラスは、public static 
finalフィールドで SQL関連オブジェクト型を識別できます。 この非標準機能は、SQLJリ
リース 8.1.6から使用可能であり、サポートも継続されています。 いずれの場合でも、JDK 
1.2以上のもとで SQLJアプリケーションを起動する必要があります。

注意注意注意注意 : コレクション型の名前は、ベース型ではなく、コレクション型を
表す名前にします。たとえば、PERSONオブジェクトの VARRAYまたは
NESTED TABLE型 PERSON_ARRAYを宣言した場合は、_SQL_NAMEエン
トリで指定するコレクション型の名前を、PERSONではなく、
PERSON_ARRAYにします。
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型マップ・リソースで指定したマッピング型マップ・リソースで指定したマッピング型マップ・リソースで指定したマッピング型マップ・リソースで指定したマッピング  まず、SQLJ ISO規格にしたがったマッピング表
現を想定します。 Address、pack.Personおよび pack.Manager.InnerPM（InnerPM
は Managerの内部クラスです）が java.sql.SQLDataを実装している 3つのラッパー・
クラスであるとします。

� これらのクラスは、宣言済みの接続コンテキスト型の明示的接続コンテキスト・インス
タンスを使用する文でのみ採用する必要があります。 たとえば、この型を SDContext
と呼ぶとします。

Address               a =...;
pack.Person           p =...;
pack.Manager.InnerPM pm =...;
SDContext ctx = new SDContext(url,user,pwd,false);
#sql [ctx] { ... :a ... :p ... :pm ... }

� 接続コンテキスト型は、java.util.PropertyResourceBundleを実装している関連
クラスを指定する WITH属性 typeMapを使用して事前に宣言する必要があります。前
述の例では、SDContextを次のように宣言してあります。

#sql public static context SDContext with (typeMap="SDMap");

� 型マップ・リソースは、SQLオブジェクト型から java.sql.SQLDataインタフェース
を実装する対応 Javaクラスへマッピングを提供する必要があります。このマッピング
は、次の形式のエントリで指定します。

class.<java_class_name>=STRUCT <sql_type_name>

注意注意注意注意 : 

� SQLDataは、CustomDatumとは異なり、構造化オブジェクト型の
マッピング専用です。オブジェクト参照やコレクション /配列などの
SQL型のマッピングには、SQLDataを使用できません。
CustomDatumを使用しない場合、オブジェクト参照とコレクション
をマッピングする方法は、それぞれ緩い型指定の java.sql.Ref
（oracle.sql.REF）および java.sql.Array
（oracle.sql.ARRAY）を使用する方法のみです。

� SQLData実装には、JDK 1.2.x環境が必要です。JDK 1.1.x環境では、
oracle.jdbc2パッケージを使用すると、JDBC 2.0の拡張型が
Oracle JDBCでサポートされますが、Oracle SQLJではサポートされ
ません。
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キーワード STRUCTは省略可能です。 例では、リソース・ファイル
SDMap.propertiesには次のエントリが含まれます。

class.Address=STRUCT SCOTT.ADDRESS
class.pack.Person=PERSON
class.pack.Manager$InnerPM=STRUCT PRODUCT_MANAGER

パッケージとクラス名の分割には「.」を使用しますが、内部クラス名を分割するには
文字「$」を使用する必要があります。

このメカニズムは、次に説明する非標準の方法よりも複雑になっています。 さらに、型マッ
プ・リソースをデフォルトの接続コンテキストと関連付けることはできません。すべての
マッピング情報が 1つの場所、型マップ・リソースに置かれるという利点があります。つま
り、コンパイル済みアプリケーション上の型マッピングは後になっても簡単に調整できま
す。たとえば、新規 SQL型および Javaラッパーを拡張 SQL_Java型階層に含めることがで
きます。 ただし、Oracle8iリリース 8.1.7では SQLオブジェクト型に対する継承はサポート
されていません。

ラッパー・クラスの静的フィールドで指定されたマッピングラッパー・クラスの静的フィールドで指定されたマッピングラッパー・クラスの静的フィールドで指定されたマッピングラッパー・クラスの静的フィールドで指定されたマッピング  一方、SQLDataを実装してい
るクラスは、次の非標準要件を満たすことができます。

� Javaクラスは public static final String値のフィールド _SQL_NAMEを宣言し
ます。 このフィールドには、Javaクラスによりラップされた SQL型名を定義します。

注意注意注意注意 : 

� この機能を使用するには、SQLJランタイム・ライブラリ
runtime12.zipを採用する必要があります。 型マップは、
java.util.Mapオブジェクトとして表されます。これらは、SQLJ
ランタイム API内で公開されており、 JDK独立汎用ライブラリ
runtime.zipではサポートされません。

� SQLDataラッパー・クラスが SQLJ文の OUTまたは INOUTパラメー
タに現れた場合、Oracle SQLJランタイムおよび Oracle固有のプロ
ファイルのカスタマイズを使用する必要があります。 これは、Oracle 
JDBCがそのようなパラメータの SQL型を
registerOutParameter()で必要とするためです。 さらに、OUT
パラメータ型を登録するため、SQL型はトランスレーション中に有力
な型マップにより凍結されます。

� SQLJ型マップは基礎となる接続で使用している JDBC型マップとは独
立しています。 このため、SQLDataラッパーを使用する SQLJコード
および JDBCコードが混在している場合は、注意が必要です。 しかし、
指定された SQLJ接続コンテキスト上の有効な型マップは、簡単に抽
出できます。

ctx.getTypeMap();
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例として、Addressクラスには次のようなフィールド定義があります。

public static final String _SQL_NAME="SCOTT.ADDRESS";

次の宣言は pack.Person内にあります。

public static final String _SQL_NAME="PERSON";

また、クラス pack.Manager.InnerPMには次の要素が含まれます。

public static final String _SQL_NAME="PRODUCT_MANAGER";

JPublisherでは、常に _SQL_NAMEフィールドとともに SQLDataラッパー・クラスが生成
されます。 ただし、このフィールドは型マップを参照する SQLJ文では無視されます。

カスタムカスタムカスタムカスタム Javaクラスのコンパイルクラスのコンパイルクラスのコンパイルクラスのコンパイル
SQLJのコマンドラインには、.sqljファイル名と一緒に、カスタム Javaクラス
（CustomDatumまたは SQLDataを実装したクラス）の .javaファイル名を指定できます。
ただし、この指定が必要ではない場合もあります。それは、SQLJの -checksourceフラグ
を true（デフォルト）に設定し、CLASSPATHにカスタム Javaソースの保存ディレクトリ
を指定した場合です。 

たとえば、ObjectDemo.sqljで Oracleのオブジェクト型 ADDRESSおよび PERSONを使
用し、JPublisherなどでこれらのオブジェクトのカスタム Javaクラスが生成されている場合
は、次のように SQLJを実行できます。

-checksource=true（デフォルト）を指定し、CLASSPATHにカスタム Javaソースの保存
ディレクトリを指定した場合は、次のようにします。

% sqlj ObjectDemo.sqlj

かわりに -checksource=falseを指定した場合は、次のようにします。

% sqlj ObjectDemo.sqlj Address.java AddressRef.java Person.java PersonRef.java

注意注意注意注意 : 

� _SQL_NAMEフィールドを実装するクラスが明示的接続コンテキスト
型および関連型マップとともに SQLJ文内で使用されており、かつ
_SQL_NAMEフィールドが無視されている場合、既存の SQLJプログ
ラムの新規 SQLJ ISO規格への移行は簡素化されます。

� _SQL_NAMEフィールドで指定した静的 SQL-Java型の対応は、基礎と
なる接続で使用している JDBC型マップからは独立しています。 この
ため、SQLDataラッパーを使用している SQLJコードおよび JDBC
コードを混在させている場合は、注意が必要です。
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前述のように指定するかわりに、Javaコンパイラを使用し、直接カスタム Javaソース・
ファイルをコンパイルしてもかまいません。 この場合は、.sqljファイルの変換前に、コン
パイルする必要があります。

SQLJトランスレータの実行方法については、第 8章「トランスレータのコマンドラインと
オプション」を参照してください。 -checksourceフラグの詳細は、8-53ページの「型解決
を目的としたソース・チェック（-checksource）」を参照してください。

カスタム・データの読込みと書込みカスタム・データの読込みと書込みカスタム・データの読込みと書込みカスタム・データの読込みと書込み
カスタム Javaクラス・インスタンスを使用すると、Oracle SQLJおよび JDBCでは、ユー
ザー定義型の読込みと書込みが可能になります（ただし、これらは組込み型です）。この仕
組みをユーザーが意識することはありません。

CustomDatumおよび SQLData実装の両方に対する、データの読込みと書込みの仕組みに
ついては、『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。

CustomDatum実装のその他の使用例実装のその他の使用例実装のその他の使用例実装のその他の使用例
ここまでは、カスタム Javaクラスについて、次のような使用例を取り上げてきました。

� SQLオブジェクトのラッパー - このカスタム・オブジェクト・クラスは、データベース
の oracle.sql.STRUCTインスタンスに対して使用します。

� SQL参照のラッパー - このカスタム参照クラスは、データベースの oracle.sql.REF
インスタンスに対して使用します。

� SQLコレクションのラッパー - このカスタム・コレクション・クラスは、データベース
の oracle.sql.ARRAYインスタンスに対して使用します。

これ以外の oracle.sql.*型をラッピングする場合でも、カスタム Javaクラスを用意する
と独自の変換または処理を行うのに便利です。このためには、CustomDatumを実装したク
ラスを使用してください（SQLDataは不使用）。例を次に示します。

� データの暗号化と復号化、またはデータの妥当性チェックを行う場合

� 読込み後または書込み前の値をロギングする場合

� CHAR列（URL情報を格納した文字フィールドなど）をより小さいコンポーネントに解
析する場合

� 文字列を数値定数にマッピングする場合

注意注意注意注意 : CustomDatum実装は Oracle固有の機能を必要とするので、トラ
ンスレータの移植設定を -warn=noportable（デフォルト）に設定する
必要があります。この設定にしないと、移植性に関する警告がいくつか通
知されます。-warnのフラグの詳細は、8-40ページの「トランスレータか
らの警告（-warn）」を参照してください。
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� データをより適切な Java形式にマッピングする場合（DATEフィールドを
java.util.Date形式にマッピングする場合など）

� データ表現をカスタマイズする場合（選択した表のフィート単位データをメートル単位
で表現する場合など）

� Javaオブジェクトをシリアル化およびデシリアライズする場合（RAWフィールドなどに
対して）

最後に示した用途例の詳細は、6-57ページの「Javaオブジェクトのシリアル化」を参照して
ください。

12-46ページの「CustomDatumの一般的な使用方法 : BetterDate.java」では、クラス
BetterDateの例を取り上げています。このクラスの場合は、CustomDatumを実装し、
java.sql.Dateのかわりに使用して日付を表現しています。

データベース内のユーザー定義型データベース内のユーザー定義型データベース内のユーザー定義型データベース内のユーザー定義型
ここでは、Oracle8iのユーザー定義オブジェクト型とユーザー定義コレクション型の作成例
および使用例を示します。 オブジェクトおよびコレクションのサンプル・アプリケーション
中に使用されているユーザー定義型の SQLスクリプト全体は、12-19ページの「オブジェク
ト型およびコレクション型の定義」に記載しています。

ここで使用している SQLコマンドの詳細は『Oracle8i SQL リファレンス』を参照してくだ
さい。

オブジェクト型の作成オブジェクト型の作成オブジェクト型の作成オブジェクト型の作成
オブジェクト型を作成する Oracle SQLコマンドは、次の形式で指定します。

CREATE TYPE typename AS OBJECT
( 
  attrname1    datatype1,
  attrname2    datatype2,
  ...         ...
  attrnameN    datatypeN
);

typenameで、オブジェクト型の名前を指定します。attrname1～ attrnameNで、属性
名を指定します。datatype1～ datatypeNで、属性のデータ型を指定します。 

これより、Oracle8iにおけるユーザー定義オブジェクト型の作成例を示します。 

注意注意注意注意 : このような機能は、SQLDataインタフェースを使用しても実現さ
れません。SQLData実装でラッピング対象となるのは構造化オブジェク
ト型のみに限られているためです。
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次の項目を作成する SQLスクリプトを示します。

� 2つのオブジェクト型、PERSONと ADDRESS。

� PERSONオブジェクト用の型付けされた表。

� EMPLOYEES表。ADDRESS列が 1列と PERSON参照列が 2列あります。

/*** Using user-defined types (UDTs) in SQLJ ***/
/
/*** Create ADDRESS UDT ***/
CREATE TYPE ADDRESS AS OBJECT
( 
  street        VARCHAR(60),
  city          VARCHAR(30),
  state         CHAR(2),
  zip_code      CHAR(5)
)
/
/*** Create PERSON UDT containing an embedded ADDRESS UDT ***/
CREATE TYPE PERSON AS OBJECT
( 
  name    VARCHAR(30),
  ssn     NUMBER,
  addr    ADDRESS
)
/
/*** Create a typed table for PERSON objects ***/
CREATE TABLE persons OF PERSON
/
/*** Create a relational table with two columns that are REFs 
     to PERSON objects, as well as a column which is an Address ADT. ***/
CREATE TABLE  employees
( 
  empnumber            INTEGER PRIMARY KEY,
  person_data     REF  PERSON,
  manager         REF  PERSON,
  office_addr          ADDRESS,
  salary               NUMBER
)
/*** Insert some data--2 objects into the persons typed table ***/
INSERT INTO persons VALUES (
            PERSON('Wolfgang Amadeus Mozart', 123456,
               ADDRESS('Am Berg 100', 'Salzburg', 'AT','10424')))
/
INSERT INTO persons VALUES (
            PERSON('Ludwig van Beethoven', 234567,
               ADDRESS('Rheinallee', 'Bonn', 'DE', '69234')))
/
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/** Put a row in the employees table **/
INSERT INTO employees (empnumber, office_addr, salary) VALUES (
            1001,
            ADDRESS('500 Oracle Parkway', 'Redwood Shores', 'CA', '94065'),
            50000)
/
/** Set the manager and PERSON REFs for the employee **/
UPDATE employees 
   SET manager =  
       (SELECT REF(p) FROM persons p WHERE p.name = 'Wolfgang Amadeus Mozart')
/
UPDATE employees 
   SET person_data =  
       (SELECT REF(p) FROM persons p WHERE p.name = 'Ludwig van Beethoven')

コレクション型の作成コレクション型の作成コレクション型の作成コレクション型の作成
コレクションは、次の 2つに大別されます。変数配列（VARRAY）とNESTED TABLEで
す。

VARRAY型を作成する Oracle SQLコマンドは、次の形式で指定します。

CREATE TYPE typename IS VARRAY(n) OF datatype;

typenameで VARRAY型の名前を、nで配列内の最大要素数を、また datatypeで配列要素
のデータ型を指定します。配列内の最大要素数を指定する必要があります。次にその例を示
します。

CREATE TYPE myvarr IS VARRAY(10) OF INTEGER;

NESTED TABLE型を作成する Oracle SQLコマンドは、次の形式で指定します。

CREATE TYPE typename AS TABLE OF datatype;

typenameで NESTED TABLE型の名前を、datatypeで表要素のデータ型を指定します
（ユーザー定義型または標準データ型）。NESTED TABLEは 1列のみに限られています。た

注意注意注意注意 : Oracle SQLでは、特にユーザー定義型の表にアクセスする場合
に、表の別名（この例の pなど）の使用を習慣付けることをお薦めしま
す。オブジェクトの属性にアクセスする場合は、この構文を使用する必要
があります。別名を使用する必要のない場合でも、別名の使用によって明
確化できます。表の別名の詳細は『Oracle8i SQLリファレンス』を参照し
てください。 
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だし、1つの列型を、複数の属性を持つ複合オブジェクトにすることも可能です。NESTED 
TABLEには、データベース表と同様に、行数制限がありません。次にその例を示します。

CREATE TYPE person_array AS TABLE OF person;

この CREATE TYPEコマンドを指定すると、PERSONオブジェクトから構成された各行に
NESTED TABLE型が作成されます。

次に、Oracle8iにおけるユーザー定義のコレクション型（およびオブジェクト型）の作成例
を示します。 

次の項目を作成および設定する SQLスクリプトを示します。

� 2つのオブジェクト型、PARTICIPANT_Tと MODULE_T

� コレクション型、MODULE_Tオブジェクトの NESTED TABLEである MODULETBL_T

� PARTICIPANT_T参照列と MODULETBL_T NESTED TABLE列を含む PROJECTS表

� コレクション型、VARCHAR2(30)の VARRAYである PHONE_ARRAY

� PERSONと ADDRESSオブジェクト（前述 6-15ページの「オブジェクト型の作成」に同じ
定義が示されています。）

� PHONE_ARRAY列を含む EMPLOYEES表

Rem This is a SQL*Plus script used to create schema to demonstrate collection 
Rem manipulation in SQLJ 

CREATE TYPE PARTICIPANT_T AS OBJECT (
  empno   NUMBER(4),
  ename   VARCHAR2(20),
  job     VARCHAR2(12),
  mgr     NUMBER(4),
  hiredate DATE,
  sal      NUMBER(7,2),
  deptno   NUMBER(2)) 
/
show errors 
CREATE TYPE MODULE_T  AS OBJECT (
  module_id  NUMBER(4),
  module_name VARCHAR2(20), 
  module_owner REF PARTICIPANT_T, 
  module_start_date DATE, 
  module_duration NUMBER )
/
show errors 
create TYPE MODULETBL_T AS TABLE OF MODULE_T;
/
show errors 
CREATE TABLE projects (
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  id NUMBER(4),
  name VARCHAR(30),
  owner REF PARTICIPANT_T,
  start_date DATE,
  duration NUMBER(3),
  modules  MODULETBL_T  ) NESTED TABLE modules STORE AS modules_tab ;

show errors 
CREATE TYPE PHONE_ARRAY IS VARRAY (10) OF varchar2(30)
/

/*** Create ADDRESS UDT ***/
CREATE TYPE ADDRESS AS OBJECT
( 
  street        VARCHAR(60),
  city          VARCHAR(30),
  state         CHAR(2),
  zip_code      CHAR(5)
)
/
/*** Create PERSON UDT containing an embedded ADDRESS UDT ***/
CREATE TYPE PERSON AS OBJECT
( 
  name    VARCHAR(30),
  ssn     NUMBER,
  addr    ADDRESS
)
/
CREATE TABLE  employees
( empnumber            INTEGER PRIMARY KEY,
  person_data     REF  person,
  manager         REF  person,
  office_addr          address,
  salary               NUMBER,
  phone_nums           phone_array
)
/

オブジェクトとコレクション  6-19



JPublisherとカスタム Javaクラスの作成
JPublisherとカスタムとカスタムとカスタムとカスタム Javaクラスの作成クラスの作成クラスの作成クラスの作成
Oracleでは、Oracleのオブジェクト型、参照型およびコレクション型を厳密な型指定のパラ
ダイムの Javaクラスに柔軟にマッピングできます。開発者は、これらのカスタム Javaクラ
スを次の方法で作成できます。

� Oracleの JPublisherでカスタム Javaクラスを自動生成し、このクラスを変更せずにその
まま使用する方法

� JPublisherでカスタム Javaクラスを自動生成し、このサブクラスを作成して機能を追加
する方法

� JPublisherを使用せずに、手動でカスタム Javaクラスをコード化する方法（6-9ページの
「カスタム Javaクラスの要件」の要件を満たすクラスの場合のみ）

カスタム Javaクラスは手動でもコード化できますが、JPublisherの使用をお薦めします。機
能を追加する必要がある場合は、JPublisherで生成したクラスをサブクラス化することがで
きます。 

JPublisherでは、Oracle oracle.sql.CustomDatumまたは標準 java.sql.SQLDataイ
ンタフェースを実装したカスタム・オブジェクト・クラスを生成できます。このうちの
CustomDatum実装を JPublisherで生成した場合は、カスタム参照クラスも一緒に生成され
ます。

SQLDataインタフェースは、カスタム参照クラスやカスタム・コレクション・クラスには
実装できません。これから開発するコードを移植可能にする方法は、緩い型指定の標準
java.sql.Refオブジェクトと java.sql.Arrayオブジェクトを、それぞれ参照とコレク
ションにマッピングする方法のみです。

このマニュアルの内容は、JPublisherユーティリティに関する必要最小限の概説です。詳細
は、『Oracle8i JPublisher ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

JPublisherの出力内容の出力内容の出力内容の出力内容
JPublisherを使用してカスタム Javaクラスを生成する場合は、CustomDatum（カスタム・
オブジェクト・クラス、カスタム参照クラスまたはカスタム・コレクション・クラス用）ま
たは SQLData（カスタム・オブジェクト・クラス専用）実装を使用できます。
CustomDatum実装には、CustomDatumFactoryインタフェース（カスタム Javaクラスの
インスタンス生成に必要なインタフェース）も実装できます。

JPublisherの -usertypesオプションの設定内容に応じて、実装の対象が決まります。設定
値として oracleを指定すると CustomDatumが実装され、jdbcを指定すると SQLData
が実装されます。 
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CustomDatum実装実装実装実装
ユーザー定義型のオブジェクト型を処理対象として JPublisherを実行し、指定したカスタ
ム・オブジェクト・クラスに対して CustomDatum（および CustomDatumFactory）を実
装するように指定すると、次のようなクラスが自動生成されます。

� カスタム・オブジェクト・クラス。Oracleのオブジェクト型に対応する型定義です。

このクラスには、各属性の取得および設定用のメソッドがあります。属性が fooの場
合、このメソッド名の形式は getFoo()および setFoo()です。

JPublisherのデフォルトでは、サーバー側 Oracleオブジェクトのメソッドを起動する
ラッパー・メソッドもクラスに生成されます。ただし、-methods=falseを設定する
と、このラッパー・メソッドを生成しないように指定できます。このオプションの詳細
は、後で詳しく説明します。

� Oracleオブジェクト型へのオブジェクト参照にアクセスするためのカスタム参照クラス。

このカスタム参照クラスの getValue()メソッドは、カスタム・オブジェクト・クラ
スのインスタンスを戻り値としており、もう 1つの setValue()メソッドは、カスタ
ム・オブジェクト・クラスのインスタンスを入力として取り、データベース内のオブ
ジェクトの値を更新します。

� 最上位オブジェクトのオブジェクト属性またはコレクション属性にアクセスするための
カスタム・クラス。

Javaでは、最上位クラスのインスタンスを作成するとき、このクラスを使用して属性を
作成します。

ユーザー定義コレクション型を処理対象として JPublisherを実行し、CustomDatumを実装
するように指定すると、次のようなクラスが自動生成されます。

� カスタム・コレクション・クラス。指定した Oracleコレクション型に対応する型定義と
して機能します。

このカスタム・コレクション・クラスのオーバーロード・メソッド getArray()およ
び setArray()は、コレクション単位で取得や更新を行うメソッドであり、
getElement()メソッドおよび setElement()メソッドは、コレクションの要素単位
で取得や更新を行うメソッドです。このクラスには、これ以外のユーティリティ・メ
ソッドもあります。

� 要素のカスタム・オブジェクト・クラス（コレクションの要素がオブジェクトの場合）。

Javaでは、コレクションのインスタンスを作成するときに、このクラスを使用してオブ
ジェクト要素を作成します。

JPublisherで生成したこの2種類のカスタム Javaクラスには、CustomDatumインタフェース、
CustomDatumFactoryインタフェースおよびgetFactory()メソッドが実装されます。 
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SQLData実装実装実装実装
CustomDatumを実装する場合と同様に、ユーザー定義型のオブジェクト型を処理対象とし
て JPublisherを実行し、指定したカスタム・オブジェクト・クラスに対して SQLData実装
では、指定した Oracleコレクション型に対応する型定義として機能するカスタム・コレク
ション・クラスが生成されます。このカスタム・コレクション・クラスに属するものを次に
示します。

� 各属性を取得するメソッドと設定するメソッド

� readSQL()メソッドとwriteSQL()メソッドおよび標準SQLDataインタフェースの実
装

� サーバー側で実行される Oracleオブジェクト・メソッドを起動するためのラッパー・メ
ソッド（JPublisher実行時の設定が -methods=false以外の場合）

ただし、SQLDataインタフェースはオブジェクトのみを対象とし、参照やコレクションに
は使用できないため、Oracleオブジェクト型を参照するためのカスタム参照クラスについて
は、JPublisherでは生成の対象とはしていません。緩い型指定の標準 java.sql.Refイン
スタンスまたは oracle.sql.REFインスタンスを使用する場合、移植性を気にする必要は
ありません。REFインスタンスは、カスタム参照クラスのインスタンスと同様に、Oracle拡
張メソッド getValue()および setValue()を使用して、参照するオブジェクトのインス
タンスに対して読込みと書込みを行います。標準 Refインスタンスには、こうした読込みと
書込みの機能はありません。

カスタム・コレクション・クラスに対しては SQLDataを実装できないため、緩い型指定の
標準 java.sql.Arrayインスタンスを使用するか、または移植性が必要でなければ
oracle.sql.ARRAYインスタンスを使用してください。Arrayインスタンスと ARRAYイ
ンスタンスは、カスタム・コレクション・クラスのインスタンスと同様に、getArray()機
能を備えているため、コレクション単位での読込みはできますが、要素レベルでのアクセス
や書込みはできません。このアクセスや書込みには、カスタム・コレクション・クラス
getElement()メソッドと setElement()メソッドを使用する必要があります。

注意注意注意注意 : CustomDatum実装を指定した場合、生成されたクラスは Oracle
固有の機能を使用するため、移植不能になります。

注意注意注意注意 : JDBC 2.0の仕様では、SQLDataインタフェースが移植可能であ
ると定義されています。ただし、JPublisherで生成される SQLData実装
を移植可能とするには、Oracle固有の機能と Oracle型のマッピングの使
用を避ける必要があります（これらを使用した場合は、Oracle固有の
oracle.sql.*クラスが使用されるためです）。
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カスタムカスタムカスタムカスタム Javaクラスの生成クラスの生成クラスの生成クラスの生成
ここでは、JPublisherのコマンドラインの主要機能について説明します。主要機能として、
Javaにマッピングするユーザー定義型を指定する機能、およびオブジェクト・クラス名、コ
レクション・クラス名、属性型のマッピングおよびラッパー・メソッドを指定する機能があ
ります。次に、要点をまとめます。

� Javaにマッピングするユーザー定義型の指定。Javaにマッピングするユーザー定義型を
指定します。JPublisherで使用するカスタム・オブジェクト・クラス名およびカスタ
ム・コレクション・クラス名は指定可能ですが、指定するかわりにデフォルト名を受け
入れてもかまいません（JPublisherの -sql、-userおよび -caseオプションを使用し
ます）。

� 実装の指定（JPublisher -usertypesオプションを使用して CustomDatumまたは
SQLDataのどちらかを指定します）。

�  オプションとして、-numbertypes、-builtintypesおよび -lobtypesといった
JPublisher -XXXtypesオプションを使用して属性型マッピングを指定します。

� ラッパー・メソッド（Oracleオブジェクト・メソッドなど）の作成要否も指定できます
（デフォルトでは作成されますが、JPublisherの -methodsフラグでの指定も可能で
す）。

Javaにマッピングするユーザー定義型の指定にマッピングするユーザー定義型の指定にマッピングするユーザー定義型の指定にマッピングするユーザー定義型の指定
JPublisherでカスタム Javaクラスを作成する場合は、Javaにマッピングするユーザー定義
SQL型を -sqlオプションで指定します。カスタム・オブジェクト・クラスとカスタム・コ
レクション・クラスの名前を指定することも、デフォルト名を使用することも可能です。 

最上位カスタム・クラス（-sqlオプションで名前を指定したユーザー定義型に対応するク
ラス）のデフォルト名には、JPublisherコマンドラインで入力したユーザー定義型の名前が
使用されます。データベース内の SQL名は大 /小文字が区別されるので、SQL名を大文字
で入力すると、Java規則どおりにクラス名が大文字になります。たとえば、employeeオブ
ジェクトのカスタム・クラスを作成するには、次のように JPublisherを実行します。

% jpub -sql=Employee ...

employeeオブジェクトの属性である home_addressオブジェクトなど、下位クラスのデ
フォルト名は、JPublisherの -caseオプションで指定します。-caseオプションを指定し
ないと、mixedに設定されます。つまり、カスタム・クラスのデフォルト名は、ユーザー定
義型名の頭文字と以降の各ワードの頭文字が大文字になります。JPublisherでは、アンダー
スコア（_）、ドル記号（$）および Javaの識別子以外の文字がワード間のセパレータと見な
され、処理時に破棄されます。

注意注意注意注意 : この項では、カスタム参照クラスやカスタム・コレクション・ク
ラスに関して、CustomDatum実装のみに的を絞って説明しています。
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たとえば、Oracleのオブジェクト型 home_addressの場合は、クラス HomeAddressが
HomeAddress.javaソース・ファイルに生成されます。

JPublisherのコマンドラインでは、-sqlオプションを次の構文で使用します。単一のオプ
ション設定で複数のアクションを指定できます。 

-sql=udt1<:mapclass1><,udt2<:mapclass2>>,...,<udtN<:mapclassN>> ...

データベース・スキーマを指定するには、-userオプションを使用します。次に例を示しま
す。

% jpub -sql=Myobj,mycoll:MyCollClass -user=scott/tiger

（カンマの前後にはスペースを挿入できません。）

このように入力すると、Oracleのオブジェクトは MYOBJという名前になり、Myobjクラス
を定義したソース・ファイル Myobj.javaが生成されます。また、Oracleコレクション
MYCOLLに対して、MyCollClassクラスを定義したソース・ファイル
MyCollClass.javaが生成されます。

-sqlにはスキーマ名（scottスキーマなど）も指定できます。

% jpub -sql=scott.Myobj,scott.mycoll:MyCollClass -user=scott/tiger

カスタム参照クラスの名前は指定できません。JPublisherでは、カスタム・オブジェクト・
クラス名の後ろに Refが追加されて、自動的に生成されます（CustomDatum実装の場合の
み）。たとえば、カスタム・オブジェクト・クラス Myobjを定義する Javaソース・ファイ
ル Myobj.javaを JPublisherで作成すると、MyobjRefカスタム参照クラスを定義する
Javaソース・ファイル MyobjRef.javaも生成されます。

注意注意注意注意 : 

� Javaのクラス名は大 /小文字が区別されますが、Oracleのオブジェク
ト名とコレクション名（および SQLの名前全般）では区別されませ
ん。

� 旧バージョンの JPublisherとの下位互換用として、-sqlのかわりに
-typesオプションを従来どおり使用できます。

注意注意注意注意 : スキーマ（例のように scottなど）を指定しても、カスタム
Javaクラスの名前には取り込まれません。
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6-15ページの「データベース内のユーザー定義型」で定義したオブジェクト型とコレクショ
ン型のカスタム Javaクラスを作成するには、次のように JPublisherを実行します。

%jpub -user=scott/tiger -sql=Address,Person,Phone_array,Participant_t,
Module_t,Moduletbl_t

または、カスタム・オブジェクト・クラスとカスタム・コレクション・クラスの名前を明示
的に指定します。

%jpub -user=scott/tiger -sql=Address,Person,phone_array:PhoneArray,
participant_t:ParticipantT,module_t:ModuleT,moduletbl_t:ModuletblT

（前述の 2つの例はそれぞれ折り返されて表示されていますが、1行で入力されたコマンドラ
インです。）

2番目の例では、Javaソース・ファイル Address.java、AddressRef.java、
Person.java、PersonRef.java、PhoneArray.java、ParticipantT.java、
ParticipantTRef.java、ModuleT.java、ModuleTRef.javaおよび
ModuletblT.javaが生成されます。ソース・ファイルの例は 6-34ページの「JPublisher
のカスタム Javaクラスの例」を参照してください。 

カスタム Javaクラスの設定方法を特定するために、JPublisherは指定されたスキーマ（この
例では scott/tiger）に接続し、指定されたオブジェクト型の属性または指定されたコレ
クション型の要素を調べます。

JPublisherで生成するメソッドおよび属性のデフォルト名の大 /小文字の使用方法を変更す
るには、-caseオプションを使用します。オブジェクトまたはコレクションが属性の場合、
つまり下位カスタム Javaクラスの場合も、このオプションを使用します。次の 4通りの設
定があります。

� -case=mixed（デフォルト）: 大文字になる文字は、クラス名を構成する各ワードの
頭文字、属性名を構成する各ワードの頭文字およびメソッド名の 2番目以降のワードの
頭文字です。これ以外の文字はすべて小文字になります。JPublisherでは、アンダース
コア（_）、ドル記号（$）および Javaの識別子以外の文字がワード間のセパレータと見
なされ、処理時に破棄されます。

� -case=same: 大 /小文字区別は、データベース内で表現された場合と同じになります。
アンダースコアとドル記号は保持されます。Javaの識別子以外の文字は破棄されます。

� -case=upper: 小文字が大文字に変換されます。アンダースコアとドル記号は保持さ
れます。Javaの識別子以外の文字は破棄されます。

� -case=lower: 大文字が小文字に変換されます。アンダースコアとドル記号は保持さ
れます。Javaの識別子以外の文字は破棄されます。
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型のマッピング指定型のマッピング指定型のマッピング指定型のマッピング指定
JPublisherには、ユーザー定義型およびその属性型や要素型を SQLと Javaとの間でマッピ
ングする方法が数通りあります。カテゴリ別 SQL型とマッピング・オプションの分類につ
いては、後で一覧の形式で示します。

（Oracleデータ型から Java型へのマッピング方法の概要は、5-2ページの「ホスト式での型
サポート」を参照してください。）

JPublisherの機能やオプションの詳細は、 『Oracle8i JPublisher ユーザーズ・ガイド』を参照
してください。

SQL型の分類型の分類型の分類型の分類  JPublisherでは SQL型が次のようなグループに分類されています。各グルー
プに対応する JPublisherオプションは、各項に示したとおりです。

� ユーザー定義型（UDT）: Oracleオブジェクト、参照およびコレクション

JPublisherの -usertypesオプションは、UDT（標準 SQLData実装または Oracle固
有の CustomDatum実装）を対象とした型マッピングの実装指定に使用します。

� 数値型 : データベース内に SQL型 NUMBERとして格納されている型

JPublisherの -numbertypes オプションは、数値型のマッピング指定に使用します。

� LOB型 : SQL型（BLOBおよび CLOB）

JPublisherの -lobtypes オプションは、LOB型のマッピング指定に使用します。

� 組込み型 : データベース内に SQL型として格納されている型のうち、前に示した分類の
どれにも該当しない型（たとえば、CHAR、VARCHAR2、LONGRAWなど）

JPublisherの -builtintypes オプションは、組込み型のマッピング指定に使用しま
す。

型のマッピング・モード型のマッピング・モード型のマッピング・モード型のマッピング・モード  JPublisherでは、次のような型のマッピング・モードが定義されて
おり、このモードのうちの 2つは数値型にのみ適用されます。

� JDBCマッピング（設定は jdbc）: SQL型とネイティブな Java型とのマッピングに標準
デフォルト・マッピング型を使用します。カスタム・オブジェクト・クラスに対して
は、SQLDataが実装されるように指定されます。

� Oracleマッピング（設定は oracle）: SQL型へのマッピングの際に、対応する
oracle.sql型を使用します。カスタム・オブジェクト・クラス、参照クラスまたはコ
レクション・クラスに対しては、CustomDatumが実装されるように指定されます。

注意注意注意注意 : JPublisherの実行時に Javaにマッピングするユーザー定義型を指
定しないと、スキーマ内のすべてのユーザー定義型が処理されます。最上
位カスタム・クラスと下位クラス（オブジェクトの属性またはコレクショ
ンの要素）のクラス名は、-caseオプションに基づき、生成されます。
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� Object JDBCマッピング（数値型専用）（設定は objectjdbc）: JDBCマッピングをさ
らに拡張したマッピングです。必要に応じて、Object JDBCマッピングでは、標準
java.langパッケージの数値オブジェクト型を使用します（具体的には
java.lang.Integer、Floatまたは Doubleなど）。この数値オブジェクト型は、
Javaの基本型（具体的には int、floatまたは doubleなど）のかわりに使用されま
す。java.lang型では NULL値が許容されていますが、基本型では許容されていませ
ん。

� BigDecimalマッピング（数値型専用）（設定は bigdecimal）: 数値属性へのマッピ
ングの際に java.math.BigDecimalを使用します。桁数の多い数値を使用しても
oracle.sql.NUMBER型は使用しない場合に適したマッピング方法です。

SQLオブジェクト型からオブジェクト型からオブジェクト型からオブジェクト型から Javaへのマッピングへのマッピングへのマッピングへのマッピング  JPublisherの -usertypesオプションを使用
すると、SQLオブジェクト型に対応するカスタム Javaクラスを処理対象とした場合に
JPublisherでの実装方法が判断されます。

� JPublisherの -usertypes=oracle（デフォルト設定値）を設定すると、カスタム・オ
ブジェクト・クラスまたはコレクション・クラスの CustomDatum実装が生成されます。 

JPublisherでは、カスタム・オブジェクト型を処理対象とした場合、対応するカスタム
参照クラスの CustomDatum実装も生成されます。

� JPublisherでは -usertypes=jdbcを設定すると、カスタム・オブジェクト・クラスの
SQLData実装が生成されます。カスタム参照クラスは生成されないので、
java.sql.Refまたは oracle.sql.REFを参照型として使用する必要があります。 

この -usertypes=jdbcという設定では、カスタム・コレクション・クラスが実装されなく
なります。（SQLDataインタフェースは、SQLオブジェクト型にマッピング専用です。）

オブジェクト属性やコレクション要素に使用可能な型のマッピング・オプションについて
は、次項で説明します。

属性や要素から属性や要素から属性や要素から属性や要素から Javaへのマッピングへのマッピングへのマッピングへのマッピング  SQLオブジェクト型や要素型の属性型に対してマッピ
ング指定を省略すると、JPublisherでは次のデフォルトが使用されます。

� 数値型のデフォルトは、Object JDBCマッピングです。

� LOB型のデフォルトは、Oracleマッピングです。

� 組込み型のデフォルトは、JDBCマッピングです。

これ以外に代替のマッピングを使用する場合は、-numbertypes、-lobtypesおよび
-builtintypesオプションを使用します。どのオプションを使用するかは、処理対象とす
る属性型およびマッピングに応じて決めてください。

注意注意注意注意 : BigDecimalマッピングを使用すると、パフォーマンスが著しく
劣化する場合があります。
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属性型自体が SQLオブジェクト型である場合には、-usertypes設定値に基づいてマッピ
ングされます。

SQL型の分類とマッピング設定のまとめ型の分類とマッピング設定のまとめ型の分類とマッピング設定のまとめ型の分類とマッピング設定のまとめ  表 6-1に、SQL型、マッピング設定およびデフォ
ルト設定に関して JPublisherでの分類をカテゴリ別にまとめます。 

ラッパー・メソッドの生成ラッパー・メソッドの生成ラッパー・メソッドの生成ラッパー・メソッドの生成
Oracleオブジェクトを Javaにマッピングするためのカスタム・オブジェクト・クラスを作
成する際に、Oracleオブジェクトのメソッド（メンバー・ファンクション）で使用する Java
ラッパーについて作成要否を指定するには、JPublisherで -methodsオプションを使用しま
す。デフォルト -methods=trueの設定では、ラッパーが生成されます。 

JPublisherでラッパー・メソッドを生成すると、元のオブジェクト・メソッドが staticでも、
必ずインスタンス・メソッドになります。 詳細は、6-8ページの「オブジェクト・メソッドで
のカスタム Javaクラスのサポート」を参照してください。

次に、-methodsオプションの設定例を示します。

% jpub -sql=Myobj,mycoll:MyCollClass -user=scott/tiger -methods=true

重要重要重要重要 : カスタム・オブジェクト・クラスに対して SQLDataが実装され
るように指定し、しかもコードが移植可能であるようにする場合は、属性
型に対して移植可能なマッピングを行う必要があります。数値型または組
込み型をマッピングの対象とする場合はデフォルトで移植可能になります
が、LOB型の場合は -lobtypes=jdbcを指定する必要があります。

表表表表 6-1 JPublisherでのでのでのでの SQL型の分類、サポートされている設定およびデフォルト型の分類、サポートされている設定およびデフォルト型の分類、サポートされている設定およびデフォルト型の分類、サポートされている設定およびデフォルト

SQL型の分類型の分類型の分類型の分類
JPublisherマッピマッピマッピマッピ
ング・オプションング・オプションング・オプションング・オプション マッピング設定マッピング設定マッピング設定マッピング設定 デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト

UDT型 -usertypes oracle、jdbc oracle

数値型 -numbertypes oracle、jdbc、objectjdbc、bigdecimal objectjdbc

LOB型 -lobtypes oracle、jdbc oracle

組込み型 -builtintypes oracle、jdbc jdbc

注意注意注意注意 : 以前のリリースで使用された -mappingオプションは、将来
JPublisherから削除される予定ですが、現在ではまだサポートされていま
す。 JPublisherの -mappingオプション設定値を新しいマッピング・オプ
ション設定値に変換する方法の詳細は、 『Oracle8i JPublisher ユーザーズ・
ガイド』を参照してください。
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この例では、デフォルトの命名方法が使用されます。Javaのメソッド名は、最初の文字が小
文字になる他は、カスタム Javaクラス名と同じ方法でネーミングされます（6-23ページの
「Javaにマッピングするユーザー定義型の指定」を参照）。たとえば、オブジェクトのメソッ
ド名 CALC_SALは、デフォルトで Javaのラッパー・メソッド名 calcSal()になります。

かわりに Javaのメソッド名を指定することも可能ですが、この場合は、JPublisherの入力
ファイルを使用する必要があります。詳細は 6-33ページの「カスタム Javaクラスの作成お
よびメンバー名の指定」を参照してください。

オーバーロード・メソッドについてオーバーロード・メソッドについてオーバーロード・メソッドについてオーバーロード・メソッドについて  JPublisherの実行対象の Oracleオブジェクトにオー
バーロード・メソッドがあり、複数のシグネチャが同一の Javaシグネチャに対応する場合
は、シグネチャごとに一意なメソッド名が生成されます。つまり、ファンクション名の後ろ
に _nが付けられます（nは番号）。生成されたカスタム Javaクラスの 2つのメソッドは、
それぞれ一意な名前とシグネチャになります。一例として、MY_TYPEオブジェクト型の生
成時に定義される SQLファンクションについて考えます。

CREATE OR REPLACE TYPE my_type AS OBJECT
(
   ...

   MEMBER FUNCTION myfunc(x INTEGER)
      RETURN my_return IS
      BEGIN
         ...
      END;

   MEMBER FUNCTION myfunc(y SMALLINT)
      RETURN my_return IS
      BEGIN
         ...
      END;
   ...
);

このままでは、myfuncの定義は両方とも、Java形式の名前とシグネチャになります。

myfunc(Integer)

（SQL形式の INTEGERおよび SMALLINTは、Java Integer型にマッピングされます。）

注意注意注意注意 : -methodsオプションには、他の用途もあります。たとえば、
パッケージのラッパー・クラスやパッケージのメソッドのラッパー・メ
ソッドの生成時に使用できます。この内容はこのマニュアルの対象外で
す。詳細は『Oracle8i JPublisher ユーザーズ・ガイド』を参照してくださ
い。
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JPublisherでは、一方の定義に myfunc_1がコールされ、もう一方に myfunc_2がコール
されます（_nは各ファンクション固有の値。簡単な例では、_1、_2のようになりますが、
各ファンクションの一意の値ではなく、任意の値でもかまいません。）

カスタムカスタムカスタムカスタム Javaクラスの生成および代替クラスのマッピングクラスの生成および代替クラスのマッピングクラスの生成および代替クラスのマッピングクラスの生成および代替クラスのマッピング
JPublisherでは、カスタム Javaクラスを生成できる他、オブジェクト型（またはコレクショ
ン型）のマッピング先として、生成したクラスでなく代替クラスが指定できます。 

通常は、JPublisherで生成したクラスをスーパークラスにし、このサブクラスを作成して機能
を追加し、オブジェクト型をサブクラスにマッピングします。たとえば、Oracleオブジェクト
型 ADDRESSのカスタム Javaクラスを作成し、JPublisherで生成されなかった機能を追加す
るとします。この場合は、JPublisherでカスタム Javaクラス JAddressを生成してから、こ
のサブクラス MyAddressを作成します。専用機能を MyAddressに追加してから、
JPublisherで ADDRESSオブジェクトを、JAddressクラスではなく、MyAddressにマッピ
ングします。JPublisherでは、JAddressではなく、MyAddressの参照クラスも生成できま
す。

JPublisherでは、代替クラスへのマッピングを容易に行えます。-sqlオプションを次の構
文で指定します。

-sql=object_type:generated_class:map_class

前の例の場合は、次のように設定します。

-sql=ADDRESS:JAddress:MyAddress

この設定では、クラス JAddressがソース・ファイル JAddress.javaに作成され、次の
処理が行われます。

� オブジェクト型 ADDRESSのマッピング先が、JAddressクラスではなく、MyAddress
クラスになります。したがって、データベースから取得したオブジェクトに ADDRESS
属性があると、Javaでこの属性が MyAddressのインスタンスとして生成されます。
ADDRESSオブジェクトを直接取得する場合は、MyAddressインスタンスに取り込まれ
ます。

� JAddressRefクラスではなく、MyAddressRefクラスが MyAddressRef.javaに生
成されます。

注意注意注意注意 : オーバーロードしたラッパー・メソッドに対する JPublisherでの
処理は、オブジェクトやパッケージ内で生成された SQLファンクション
に対しても実行されます。ただし、最上位ファンクションに対しては
（オーバーロードが許容されないため）、JPublisherでの処理が実行されま
せん。
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MyAddress.javaソース・ファイル中に MyAddressクラスを手動で定義する必要があり
ます。このMyAddressクラスに対してユーザーが必要とする機能を実装するには、
JAddressのサブクラスを作成します。

JPublisher生成クラスのサブクラスを作成する方法、および JPublisher生成クラスをフィー
ルドとして使用する方法（前例の続き）は、6-38ページの「JPublisher生成クラスの拡張」
を参照してください。 

JPublisherの入力ファイルおよびプロパティ・ファイルの入力ファイルおよびプロパティ・ファイルの入力ファイルおよびプロパティ・ファイルの入力ファイルおよびプロパティ・ファイル
JPublisherでは、専用の入力ファイルおよび標準のプロパティ・ファイルを使用して、型の
マッピングなどのオプション設定を指定できます。

JPublisherの入力ファイルの使用方法の入力ファイルの使用方法の入力ファイルの使用方法の入力ファイルの使用方法
JPublisherのコマンドライン・オプション -inputで、型マッピングを追加するための入力
ファイルを指定できます。

入力ファイルの「SQL」は、コマンドラインの「-sql」に相当します。「AS」または
「GENERATE...AS」構文は、コマンドラインのコロン区切り構文に相当します。次の構文で
マッピングを指定します。SQLコマンドで一度に指定できるマッピングは 1つのみです。

SQL udt1 <GENERATE GeneratedClass1> <AS MapClass1>
SQL udt2 <GENERATE GeneratedClass2> <AS MapClass2>
...

GeneratedClass1と GeneratedClass2が生成され、udt1が MapClass1に、udt2が
MapClass2にマッピングされます。

入力ファイルの例入力ファイルの例入力ファイルの例入力ファイルの例  次の例では、JPublisherは、コマンドラインの -userオプションに基づ
き、入力ファイル myinput.inで型マッピングを調べます。

コマンドラインで次のように指定します。

% jpub -input=myinput.in -user=scott/tiger

次は入力ファイル myinput.inの内容です。

SQL Myobj
SQL mycoll AS MyCollClass
SQL employee GENERATE Employee AS MyEmployee

次の処理が行われます。

� ユーザー定義型 MYOBJの名前は、カスタム・オブジェクト・クラスの名前として入力し
た Myobjになります。JPublisherでは、ソース・ファイル Myobj.java（および
MyobjRef.java）が生成されます。
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� ユーザー定義型 MYCOLLが、MyCollClassにマッピングされます。JPublisherでは、
MyCollClass.javaソース・ファイルが生成されます。

� ユーザー定義型 EMPLOYEEが MyEmployeeクラスにマッピングされます。JPublisherで
は、ソース・ファイル Employee.javaと MyEmployeeRef.javaが生成されます。
データベースから取得したオブジェクトに EMPLOYEE属性があると、Javaで
MyEmployeeのインスタンスとして作成されます。EMPLOYEEオブジェクトを直接取得
する場合は、MyEmployeeのインスタンスに取り込まれます。クラス MyEmployeeを
定義するには、ソース・ファイル MyEmployee.javaを手動で作成する必要がありま
す。こうすると Employeeクラスのサブクラスが生成されます。

JPublisherのプロパティ・ファイルの使用方法のプロパティ・ファイルの使用方法のプロパティ・ファイルの使用方法のプロパティ・ファイルの使用方法
JPublisherのコマンドライン・オプション -propsで、型マッピングなどのオプション設定
に使用するプロパティ・ファイルを指定できます。 

プロパティ・ファイルの「jpub.」（ピリオドを含む）は、コマンドラインの「-」（シング
ル・ダッシュ）に相当します。その他の構文は同じです。1行に 1つのオプションを指定し
てください。

型マッピングの場合、「jpub.sql」は「-sql」に相当します。コマンドラインと同じよう
に、単一の jpub.sql設定で、複数のマッピングを指定できます（この点は、入力ファイル
と異なります）。

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  次の例では、JPublisherはコマンドラインの -userオプション
に基づき、プロパティ・ファイル jpub.propertiesで型マッピングと属性マッピング・
オプションを調べます。

コマンドラインで次のように指定します。

% jpub -props=jpub.properties -user=scott/tiger

プロパティ・ファイル jpub.propertiesの内容は次のとおりです。

jpub.sql=Myobj,mycoll:MyCollClass,employee:Employee:MyEmployee
jpub.usertypes=oracle

このように指定すると、oracleマッピングの設定が明示的に指定され、前の入力ファイル
の例と同じ結果になります。

注意注意注意注意 : SQLJと異なり、JPublisherにはデフォルトのプロパティ・ファイ
ルがありません。プロパティ・ファイルを使用するには、-propsオプ
ションを使用します。
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カスタムカスタムカスタムカスタム Javaクラスの作成およびメンバー名の指定クラスの作成およびメンバー名の指定クラスの作成およびメンバー名の指定クラスの作成およびメンバー名の指定
カスタム Javaクラスの作成時に、カスタム・クラスの属性またはメソッドの名前を指定で
きます。ただし、この属性やメソッド名は、JPublisherコマンドラインでの指定はできませ
ん。JPublisherの入力ファイルでのみ指定可能で、次のように TRANSLATE構文を使用しま
す。

SQL udt <GENERATE GeneratedClass> <AS MapClass> <TRANSLATE membername1 AS Javaname1> 
<, membername2 AS Javaname2> ...

（このコマンドラインは折り返されて表示されていますが、全体が 1行で入力されていま
す。）

TRANSLATEペア（membernameN AS JavanameN）はカンマで区切ります。

たとえば、Oracleオブジェクト型 EMPLOYEEの ADDRESS属性の名前を HomeAddressに
し、GIVE_RAISEメソッドの名前を giveRaise()にするとします。また、Employeeク
ラスを作成し、EMPLOYEEオブジェクトのマッピング先を MyEmployeeクラスにするとし
ます（この例は、入力ファイル構文の全体を示すものであり、メンバー名の指定には関係あ
りません）。

SQL employee GENERATE Employee AS MyEmployee TRANSLATE address AS HomeAddress, 
GIVE_RAISE AS giveRaise

（このコマンドラインは折り返されて表示されていますが、全体が 1行で入力されていま
す。）

JPublisherで生成されるラッパー・メソッドで生成されるラッパー・メソッドで生成されるラッパー・メソッドで生成されるラッパー・メソッド
ここでは、JPublisherでのラッパー・メソッドの生成方法と、ランタイムのラッパー・メ
ソッド・コールの処理方法を説明します。

ラッパー・メソッドの生成ラッパー・メソッドの生成ラッパー・メソッドの生成ラッパー・メソッドの生成
次に、JPublisherでのラッパー・メソッドの生成方法について説明します。

� JPublisherで生成したラッパー・メソッドは、SQLJで実装されます。したがって、
-methods=trueに設定すると、カスタム・オブジェクト・クラスが、.javaファイル

注意注意注意注意 : 

� メンバー名を指定すると、それ以外の指定しなかったメンバーすべて
にデフォルトの名前が与えられます。

� 属性を大文字（homeAddressではなく HomeAddress）で指定する
理由は、アクセッサ・メソッドと同じネーミング規則が適用されるた
めです。たとえば、getHomeAddress()はネーミング規則に従って
いますが、gethomeAddress()は従っていません。
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ではなく、.sqljファイルに定義されます。.sqljファイルを変換するには、SQLJを
実行します。

� JPublisherで生成したラッパー・メソッドは、すべてインスタンス・メソッドとして実
装されます。サーバー側メソッドの起動にデータベース接続を必要とするからです。
JPublisher生成のカスタム Javaクラスの各インスタンスに接続が対応付けられます。

ラッパー・メソッド・コールのランタイム実行ラッパー・メソッド・コールのランタイム実行ラッパー・メソッド・コールのランタイム実行ラッパー・メソッド・コールのランタイム実行
JPublisherで生成した Javaラッパー・メソッドをランタイムに実行する方法を、説明しま
す。ここで取り上げる Javaラッパー・メソッドとは、カスタム Javaオブジェクトのメソッ
ドのことを指していますが、SQLメソッドのラッピングとは、SQLオブジェクトのメソッ
ドをラッパー・メソッドでラッピングすることを指します。

� カスタム Javaオブジェクトが SQLオブジェクトに変換され、データベースに転送され
ると、ラッピングされた SQLメソッドが起動されます。この SQLメソッドの起動後、
SQLオブジェクトの新しい値が戻り値として新規のカスタム Javaオブジェクトの形で
Javaに戻されます。この戻り値は、ラッピングされた SQLメソッドからのファンク
ション戻り値（SQLメソッドがストアド・プロシージャである場合）、またはファンク
ション戻り値がすでに存在している場合は、追加の出力パラメータの配列要素（SQLメ
ソッドがストアド・ファンクションである場合）のどちらかになります。

� 出力または入出力パラメータが単一要素配列の要素として渡されます （出力および入出
力パラメータの受渡し上の問題を回避するためです。6-8ページの「オブジェクト・メ
ソッドでのカスタム Javaクラスのサポート」を参照してください）。入出力パラメータ
の場合は、ラッパー・メソッドが入力として配列要素をとります。処理後、ラッパーに
よって出力が配列要素に代入されます。 

JPublisherのカスタムのカスタムのカスタムのカスタム Javaクラスの例クラスの例クラスの例クラスの例
ここでは、次のユーザー定義型（6-15ページの「データベース内のユーザー定義型」で作
成）に対して、JPublisherで生成される CustomDatum実装の例を示します。

� カスタム・オブジェクト・クラス（Oracleのオブジェクト型 ADDRESSに対応する
Address）とそのカスタム参照クラス（AddressRef）

� カスタム・コレクション・クラス（Oracleのコレクション型 MODULETBL_Tに対応する
ModuletblT）

注意注意注意注意 : JPublisherで生成される SQLDataおよび CustomDatum実装の
各例については、『Oracle8i JPublisher ユーザーズ・ガイド』を参照してく
ださい。
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カスタム・オブジェクト・クラスカスタム・オブジェクト・クラスカスタム・オブジェクト・クラスカスタム・オブジェクト・クラス : Address.java
次に、JPublisherで生成されるカスタム・オブジェクト・クラスのソース・コードの例を示
します。実装の詳細は省略されています。

この例では、6-15ページの「オブジェクト型の作成」と異なり、Oracleオブジェクト
ADDRESSの属性は streetと zip_codeのみです。

package bar;

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.MutableStruct;

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

  public static CustomDatumFactory getFactory()
  { ... }

  /* constructor */
  public Address()
  { ... }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  { ... }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  { ... }

  /* accessor methods */
  public String getStreet() throws SQLException
  { ... }

  public void setStreet(String street) throws SQLException
  { ... }

  public String getZipCode() throws SQLException
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  { ... }

  public void setZipCode(String zip_code) throws SQLException
  { ... }

}

カスタム参照クラスカスタム参照クラスカスタム参照クラスカスタム参照クラス : AddressRef.java
次に、ADDRESSオブジェクトへの参照として JPublisherで生成されるカスタム参照クラス
のソース・コードの例を示します。実装の詳細は省略されています。

package bar;

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;

  public static CustomDatumFactory getFactory()
  { ... }

  /* constructor */
  public AddressRef()
  { ... }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  { ... }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  { ... }

  public Address getValue() throws SQLException
  { ... }

  public void setValue(Address c) throws SQLException
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  { ... }
}

カスタム・コレクション・クラスカスタム・コレクション・クラスカスタム・コレクション・クラスカスタム・コレクション・クラス : ModuletblT.java
次に、JPublisherで生成されるカスタム・コレクション・クラスのソース・コードの例を示
します。実装の詳細は省略されています。

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.ARRAY;
import oracle.sql.ArrayDescriptor;
import oracle.jpub.runtime.MutableArray;

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

  public static CustomDatumFactory getFactory()
  { ... }

  /* constructors */
  public ModuletblT()
  { ... }

  public ModuletblT(ModuleT[] a)
  { ... }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  { ... }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  { ... }

  public String getBaseTypeName() throws SQLException
  { ... }

  public int getBaseType() throws SQLException
  { ... }
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  public ArrayDescriptor getDescriptor() throws SQLException
  { ... }

  /* array accessor methods */
  public ModuleT[] getArray() throws SQLException
  { ... }

  public void setArray(ModuleT[] a) throws SQLException
  { ... }

  public ModuleT[] getArray(long index, int count) throws SQLException
  { ... }

  public void setArray(ModuleT[] a, long index) throws SQLException
  { ... }

  public ModuleT getObjectElement(long index) throws SQLException
  { ... }

  public void setElement(ModuleT a, long index) throws SQLException
  { ... }
}

JPublisher生成クラスの拡張生成クラスの拡張生成クラスの拡張生成クラスの拡張
JPublisherで生成したカスタム Javaクラスは、メソッドと一時フィールドを追加して、機能
を拡張できます。このためには、JPublisher生成クラスのサブクラスを作成します。

たとえば、JPublisherで、SQLのオブジェクト型 ADDRESSからクラス JAddressを生成す
る場合を想定します。また、ADDRESSオブジェクトを表すクラス MyAddressを作成し、
専用機能を実装します。この MyAddressクラスは、JAddressの拡張クラスとする必要が
あります。

JPublisher生成クラスの機能を拡張する場合は、単にメソッドを追加する方法もあります。
ただし、クラスを JPublisherで再生成する予定がある場合は、JPublisher生成クラスへのメ
ソッドの追加は避けてください。この方法で変更したクラスを JPublisherで再生成する場合
は、コピーを保存しておき、変更内容を手動でマージする必要があります。

生成クラスを拡張するための生成クラスを拡張するための生成クラスを拡張するための生成クラスを拡張するための JPublisherの機能の機能の機能の機能
JPublisherの次の構文で JAddressを生成し、MyAddressにマッピングできます（6-30
ページの「カスタム Javaクラスの生成および代替クラスのマッピング」を参照してくださ
い）。

-sql=ADDRESS:JAddress:MyAddress
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または、入力ファイルで次のように指定します。

SQL ADDRESS GENERATE JAddress AS MyAddress

このように指定した結果、JPublisherで生成される REFクラスは、（MyAddressRef.java
の）MyAddressRefであって、JAddressRefが生成されることはありません。

また、JPublisher生成コードが変更され、次の機能が実装されます。

� データベース型 ADDRESSの属性は、JAddressクラスではなく、MyAddressクラスで
表されます。 

� 型 ADDRESSのメソッド引数およびファンクション結果は、JAddressクラスではなく、
MyAddressクラスで表されます。 

� データベース型 ADDRESSの Javaオブジェクトは、JAddressファクトリではなく、
MyAddressファクトリで構築されます。 

追加コードを作成する場合も、おそらく MyAddressを使用することになります。

実行時に Oracle JDBCドライバによって、データベース内の ADDRESSデータのオカレンス
が、JAddressのインスタンスではなく、MyAddressのインスタンスにマッピングされま
す。

拡張クラスの要件拡張クラスの要件拡張クラスの要件拡張クラスの要件
クラス（MyAddress.javaなど）を作成する場合は、引数をとらないコンストラクタを用
意する必要があります。適切に初期化したオブジェクトを容易に構築するには、スーパーク
ラスのコンストラクタを明示的にまたは暗黙的に起動します。 

JPublisher生成クラスのサブクラスを生成した場合、_SQL_NAMEフィールド（必須）の定
義と _SQL_TYPECODEフィールドの定義がこのサブクラスに継承されます。

また、次のどちらかが当てはまります。

� JPublisherで生成したクラスには、CustomDatumおよび CustomDatumFactoryイン
タフェースが実装されているため、必要とされる toDatum()および JPublisherで生成
されたクラスの create()機能がサブクラスに継承されます。ただし、自分でマッピン
グしたクラスのインスタンス（MyAddressオブジェクトなど）を戻り値とする
getFactory()メソッドは、自分で実装する必要があります。

または、次のように指定します。

� JPublisherで生成したクラスに SQLDataインタフェースが実装されている場合、この実
装と生成クラスの readSQL()および writeSQL()機能とがサブクラスに継承されま
す。 
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JPublisher生成のカスタム・オブジェクト・クラス生成のカスタム・オブジェクト・クラス生成のカスタム・オブジェクト・クラス生成のカスタム・オブジェクト・クラス : JAddress.java
これまでの項の続きとして、JPublisher生成クラス（JAddress）のサンプル・コードを示
します。CustomDatumと CustomDatumFactoryとが実装されます。実装の詳細は省略さ
れています。

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;

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

  public static CustomDatumFactory getFactory()
  { ... }

  /* constructor */
  public JAddress()
  { ... }

  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  { ... }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  { ... }

  /* shallow copy method: give object same attributes as argument */
  void shallowCopy(JAddress d) throws SQLException
  { ... }

  /* accessor methods */
  public String getStreet() throws SQLException
  { ... }

  public void setStreet(String street) throws SQLException
  { ... }

  public String getCity() throws SQLException
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  { ... }

  public void setCity(String city) throws SQLException
  { ... }

  public String getState() throws SQLException
  { ... }

  public void setState(String state) throws SQLException
  { ... }

  public java.math.BigDecimal getZip() throws SQLException
  { ... }

  public void setZip(java.math.BigDecimal zip) throws SQLException
  { ... }

}

JPublisher生成のその他の参照クラス生成のその他の参照クラス生成のその他の参照クラス生成のその他の参照クラス : MyAddressRef.java
これまでの項の続きとして、JPublisher生成の参照クラスのサンプル・コードを示します（こ
こで取り上げるクラスは、JAddressRefではなく、MyAddressRefです。このクラスが
ADDRESSオブジェクトのマッピング先となるためです）。また、このクラスには
CustomDatumと CustomDatumFactoryとが実装されます。実装の詳細は省略されていま
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 MyAddressRef implements CustomDatum, CustomDatumFactory
{
  public static final String _SQL_BASETYPE = "SCOTT.ADDRESS";
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.REF;

  public static CustomDatumFactory getFactory()
  { ... }

  /* constructor */
  public MyAddressRef()
  { ... }
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  /* CustomDatum interface */
  public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
  { ... }

  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  { ... }

  public MyAddress getValue() throws SQLException
  { ... }

  public void setValue(MyAddress c) throws SQLException
  { ... }
}

拡張カスタム・オブジェクト・クラス拡張カスタム・オブジェクト・クラス拡張カスタム・オブジェクト・クラス拡張カスタム・オブジェクト・クラス : MyAddress.java
これまでの項の続きとして、JPublisherで生成される JAddressクラスのサブクラスである
MyAddressのサンプル・コードを示します。JAddressから継承された内容は、コード中
のコメントに記述してあります。実装の詳細は省略されています。

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;

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

  static _myAddressFactory = new MyAddress();

  public static CustomDatumFactory getFactory()
  {
    return _myAddressFactory;
  }

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

  /* CustomDatum interface */
  /* toDatum() inherited from JAddress */
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  /* CustomDatumFactory interface */
  public CustomDatum create(Datum d, int sqlType) throws SQLException
  { ... }

  /* accessor methods inherited from JAddress */

  /* Additional methods go here.  These additional methods (not shown)
     are the reason that JAddress was extended.
  */
}

SQLJ実行文の厳密な型指定のオブジェクトと参照実行文の厳密な型指定のオブジェクトと参照実行文の厳密な型指定のオブジェクトと参照実行文の厳密な型指定のオブジェクトと参照
Oracle SQLJでは、厳密な型指定のオブジェクトまたは参照をホスト式およびイテレータで
使用して、オブジェクト・データの読込みおよび書込みを柔軟に行えます。 

イテレータの場合は、カスタム・オブジェクト・クラスをイテレータの列型として使用でき
ます。または、イテレータ列をオブジェクトの各属性に対応付け（エクステント表と同様）、
列型をデータベース内の属性データ型にマッピングできます。 

ホスト式の場合は、カスタム・オブジェクト・クラス型またはカスタム参照クラス型のホス
ト変数を使用できます。または、ホスト変数をオブジェクトの属性に対応付け、変数型を
データベース内の属性データ型にマッピングできます。

次に、Oracleオブジェクトの操作例を示します。SQLJ実行文のホスト変数とイテレータ列
に対して、カスタム・オブジェクト・クラス、カスタム・オブジェクト・クラスの属性およ
びカスタム参照クラスを使用します。 

最初の 2つの例は、オブジェクト・レベルでの操作です。

1. オブジェクトとオブジェクト参照のイテレータ列への取出し

2. オブジェクトの更新

3番目の例は、スカラー属性レベルでの操作です。

3. 各オブジェクト属性から作成したオブジェクトの挿入

4番目の例は、参照による操作です。

4. オブジェクト参照の更新

Oracleのオブジェクト型 ADDRESSおよび PERSONは 6-15ページの「オブジェクト型の作
成」を参照してください。

次の例の大半のコードを含む完全なサンプル・アプリケーションは、12-25ページの
「Oracleオブジェクト : ObjectDemo.sqlj」を参照してください。
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オブジェクトとオブジェクト参照のイテレータ列への取出しオブジェクトとオブジェクト参照のイテレータ列への取出しオブジェクトとオブジェクト参照のイテレータ列への取出しオブジェクトとオブジェクト参照のイテレータ列への取出し
この例では、カスタム Javaクラスとカスタム参照クラス（CustomDatum実装）をイテレー
タの列型として使用します。

Oracleのオブジェクト型 ADDRESSが次のように定義されているものとします。

CREATE TYPE ADDRESS AS OBJECT
(  street VARCHAR(40),
   zip NUMBER );

また、表 EMPADDRSが次のように定義されているものとします。この表には、ADDRESS列
と ADDRESS参照列があります。

CREATE TABLE empaddrs
(  name VARCHAR(60),
   home ADDRESS,
   loc REF ADDRESS );

Oracleのオブジェクト型 ADDRESSに対応するカスタム Javaクラス Addressとカスタム参
照クラス AddressRefを JPublisherで生成するか、または手動で作成すると、次のように
Addressと AddressRefとを名前指定イテレータで使用できます。

次のように宣言します。

#sql iterator EmpIter (String name, Address home, AddressRef loc);

実行可能コードを示します。

EmpIter ecur;
#sql ecur = { SELECT name, home, loc FROM empaddrs };
while (ecur.next()) {
   Address homeAddr = ecur.home();
   // Print out the home address.
   System.out.println ("Name: " + ecur.name() + "\n" +
                       "Home address: " + homeAddr.getStreet() + "   " +
                       homeAddr.getZip());
   // Now update the loc address zip code through the address reference.
   AddressRef homeRef = ecur.loc();
   Address location = homeRef.getValue();
   location.setZip(new BigDecimal(98765));
   homeRef.setValue(location);
   }
...

注意注意注意注意 : カスタム参照クラスについては、CustomDatum実装のみを取り
上げます。
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メソッド・コール ecur.home()は、イテレータの home列から Addressオブジェクトを
抽出し、ローカル変数 homeAddrに代入します（効率化）。このオブジェクトの属性にアク
セスするには、次に示した Javaの標準ドット区切り構文を使用します。

homeAddr.getStreet()

ロケーション・アドレス（この例では zipコード）を操作するには、getValue()および
setValue()メソッドを使用します。これらのメソッドは、JPublisher生成のカスタム参照
クラスの標準機能です。

オブジェクトの更新オブジェクトの更新オブジェクトの更新オブジェクトの更新
この例では、Javaの型 Addressの入力ホスト変数を宣言し、設定します。この変数によっ
て、employees表の列にある ADDRESSオブジェクトを更新します。更新前と更新後のア
ドレスが型 Addressの出力ホスト変数に取り出され、検証用に出力されます。

...
// Updating an object 

static void updateObject() 
{

   Address addr;
   Address new_addr;
   int empnum = 1001;

   try {
      #sql {
         SELECT office_addr
         INTO :addr
         FROM employees
         WHERE empnumber = :empnum };
      System.out.println("Current office address of employee 1001:");

      printAddressDetails(addr);

      /* Now update the street of address */

      String street ="100 Oracle Parkway";
      addr.setStreet(street);

      /* Put updated object back into the database */

注意注意注意注意 : 次の例では、6-15ページの「オブジェクト型の作成」の SQLス
クリプトで定義した型と表を使用します。
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      try {
         #sql {
            UPDATE employees
            SET office_addr = :addr
            WHERE empnumber = :empnum };
         System.out.println
            ("Updated employee 1001 to new address at Oracle Parkway.");

         /* Select new address to verify update */
      
         try {
            #sql {
               SELECT office_addr
               INTO :new_addr
               FROM employees
               WHERE empnumber = :empnum };
      
            System.out.println("New office address of employee 1001:");
            printAddressDetails(new_addr);

         } catch (SQLException exn) {
         System.out.println("Verification SELECT failed with "+exn); }
      
      } catch (SQLException exn) {
      System.out.println("UPDATE failed with "+exn); }

   } catch (SQLException exn) {
   System.out.println("SELECT failed with "+exn); }
}
...

Addressオブジェクトの setStreet()アクセッサ・メソッドが使用されています。
JPublisherで生成したカスタム Javaクラスには、属性ごとにアクセッサ・メソッドが用意さ
れています。

この例では、printAddressDetails()ユーティリティを使用しています。 このメソッド
のソース・コードは、12-25ページの「Oracleオブジェクト : ObjectDemo.sqlj」を参照して
ください。
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各オブジェクト属性から作成したオブジェクトの挿入各オブジェクト属性から作成したオブジェクトの挿入各オブジェクト属性から作成したオブジェクトの挿入各オブジェクト属性から作成したオブジェクトの挿入
この例では、PERSONオブジェクトとネストされている ADDRESSオブジェクトの属性に対
応する入力ホスト変数を宣言し、設定します。これらの値を使用して、新しい PERSONオブ
ジェクトをデータベース内の persons表に挿入します。

...
// Inserting an object

static void insertObject() 
{

   String new_name   = "NEW PERSON";
   int    new_ssn    = 987654;
   String new_street = "NEW STREET";
   String new_city   = "NEW CITY";
   String new_state  = "NS";
   String new_zip    = "NZIP";

  /*
   * Insert a new PERSON object into the persons table
   */
   try {
      #sql {
         INSERT INTO persons
         VALUES (PERSON(:new_name, :new_ssn,
         ADDRESS(:new_street, :new_city, :new_state, :new_zip))) };

      System.out.println("Inserted PERSON object NEW PERSON."); 

   } catch (SQLException exn) { System.out.println("INSERT failed with "+exn); }
}
...

オブジェクト参照の更新オブジェクト参照の更新オブジェクト参照の更新オブジェクト参照の更新
この例では、persons表から PERSON参照を選択し、この値を使用して employees表内
の PERSON参照を更新します。属性値の基準チェックには、単純な（intおよび String）
入力ホスト変数を使用します。更新後の値で参照先 PERSONオブジェクトを選択し、情報を
出力します。ユーザーは変更内容を検証できます。

...
// Updating a REF to an object

static void updateRef()
{
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   int empnum = 1001;
   String new_manager = "NEW PERSON";

   System.out.println("Updating manager REF.");
   try {
      #sql {
         UPDATE employees
         SET manager = 
            (SELECT REF(p) FROM persons p WHERE p.name = :new_manager)
         WHERE empnumber = :empnum };

      System.out.println("Updated manager of employee 1001. Selecting back");

   } catch (SQLException exn) {
   System.out.println("UPDATE REF failed with "+exn); }

   /* Select manager back to verify the update */
   Person manager;

   try { 
      #sql {
         SELECT deref(manager)
         INTO :manager
         FROM employees e
         WHERE empnumber = :empnum } ;

      System.out.println("Current manager of "+empnum+":");
      printPersonDetails(manager);

   } catch (SQLException exn) {
   System.out.println("SELECT REF failed with "+exn); }

}
...

注意注意注意注意 : この例では、前述の表の別名構文（p）を使用しています。参照
先オブジェクトから参照を選択するには、REF構文を使用します。参照か
らオブジェクトを選択するには、DEREF構文を使用します。表の別名、
REFおよび DEREFの詳細は、『Oracle8i SQL リファレンス』を参照してく
ださい。
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SQLJ実行文の厳密な型指定のコレクション実行文の厳密な型指定のコレクション実行文の厳密な型指定のコレクション実行文の厳密な型指定のコレクション
Oracle SQLJでは、厳密な型指定のオブジェクトおよび参照と同じように、厳密な型指定の
コレクションをイテレータまたはホスト式で使用して、データの読込みおよび書込みを行え
ます。 

SQLJ開発者にとっては、2種類のコレクション（VARRAYと NESTED TABLE）の扱いは
基本的に同じですが、実装とパフォーマンスの面で相違点が多少あります。

Oracle SQLJおよび Oracle SQL全般では、複数の構文を使用して NESTED TABLEにアクセ
スし、操作できます。NESTED TABLEは、単独で操作することも、外部の NESTED 
TABLEと一緒に操作することも可能です。ここでは、NESTED TABLE単独の操作を詳細レ
ベルの操作と呼び、NESTED TABLEと外部の表の同時操作をマスター・レベルの操作と呼
びます。

ここでは、いくつかの構文について簡単に説明してから、NESTED TABLEの操作例を示し
ます。NESTED TABLEの操作は、VARRAYの操作より複雑です。 

Oracleのコレクション型 MODULETBL_Tとその表およびオブジェクト型の定義は、6-17ペー
ジの「コレクション型の作成」を参照してください。

NESTED TABLEの完全なサンプル・アプリケーションは、12-35ページの「Oracleの
NESTED TABLE: NestedDemo1.sqljおよび NestedDemo2.sqlj」にあります。次のサンプ
ル・コードは、ここからの抜粋です。

NESTED TABLEの説明の後に、簡単な VARRAYの例を示します。 完全な VARRAYサンプ
ル・アプリケーションは、12-43ページの「Oracle VARRAY: VarrayDemo1.sqljおよび
VarrayDemo2.sqlj」にあります。このコードはここからの抜粋です。

NESTED TABLEへのアクセスへのアクセスへのアクセスへのアクセス : TABLE構文と構文と構文と構文と CURSOR構文構文構文構文
Oracle SQLJでは、ネストされたイテレータを使用して、NESTED TABLEのデータにアクセ
スできます。外部の SELECT文で CURSORキーワードを使用し、内部の SELECT文をカプセ
ル化します。  6-53ページの「ネスト・イテレータによる NESTED TABLEからのデータの選
択」を参照してください。

Oracle SQLJでは、TABLEキーワードを使用すると、NESTED TABLEを行単位で操作でき
ます。Oracleではこのキーワードを使用すると、副問合せで戻される列値が、スカラー値で

注意注意注意注意 : 

� Oracle SQLJでは、VARRAY型および NESTED TABLE型を型単位での
み取得できます。Oracle SQLでは、NESTED TABLEの問合せを選択
的に実行できます。

� カスタム・コレクション・クラスについては、CustomDatum実装の
みを取り上げます。
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はなく NESTED TABLEであることが認識されます。単一列値を戻す副問合せまたは
NESTED TABLEに解決される式の前に、TABLEキーワードを指定する必要があります。

次に、TABLE構文の使用例を示します。

UPDATE TABLE(SELECT a.modules FROM projects a WHERE a.id=555) b
       SET module_owner= 
       (SELECT ref(p) FROM employees p WHERE p.ename= 'Smith') 
       WHERE b.module_name = 'Zebra';

この例のように TABLEを使用すると、参照先の単一の NESTED TABLEが外部の表の列か
ら選択されます。

NESTED TABLEを含む行の挿入を含む行の挿入を含む行の挿入を含む行の挿入
この例では、マスター・レベル（外部の表）と詳細レベル（NESTED TABLE）を同時に明
示的に操作します。ここでは、行を projects表に挿入します。この表の各行に型
MODULETBL_Tの NESTED TABLEが収容され、MODULE_Tオブジェクトの行が格納されま
す。 

最初に、スカラー値を設定します（id、name、start_date、duration）。次に、
NESTED TABLEの値を設定します。NESTED TABLEの要素は複数の属性を持つオブジェ
クトなので、抽象化も行います。NESTED TABLEの値を設定するとき、NESTED TABLE
の各 MODULE_Tオブジェクトに対して、属性値を設定する必要があります。最後に、owner
値（初期値 NULL）を別の文で設定します。

// Insert Nested table details along with master details 

  public static void insertProject2(int id)  throws Exception 
  {
    System.out.println("Inserting Project with Nested Table details..");
    try {
      #sql { INSERT INTO Projects(id,name,owner,start_date,duration, modules) 
             VALUES ( 600, 'Ruby', null, '10-MAY-98',  300, 
             moduletbl_t(module_t(6001, 'Setup ', null, '01-JAN-98', 100),
                        module_t(6002, 'BenchMark', null, '05-FEB-98',20) ,
                        module_t(6003, 'Purchase', null, '15-MAR-98', 50),
                        module_t(6004, 'Install', null, '15-MAR-98',44),
                        module_t(6005, 'Launch', null,'12-MAY-98',34))) };
    } catch ( Exception e) {
      System.out.println("Error:insertProject2");
      e.printStackTrace();

注意注意注意注意 : この例では、前述のように、表の別名構文（projectsには a、
NESTED TABLEには b、および employeesには p）が使用されていま
す。表の別名の詳細は『Oracle8i SQLリファレンス』を参照してくださ
い。 
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    }

    // Assign project owner to this project 

    try {
      #sql { UPDATE Projects pr
          SET owner=(SELECT ref(pa) FROM participants pa WHERE pa.empno = 7698)
             WHERE pr.id=600 };
    } catch ( Exception e) {
      System.out.println("Error:insertProject2:update");
      e.printStackTrace();
    }
  }

ホスト式へのホスト式へのホスト式へのホスト式への NESTED TABLEの取出しの取出しの取出しの取出し
この例では、NESTED TABLEを詳細レベルで直接操作します。前述したとおり、
ModuletblTは、MODULETBL_T NESTED TABLEに対する JPublisher生成のカスタム・コ
レクション・クラス（CustomDatum実装）、ModuleTは MODULE_Tオブジェクトに対する
JPublisher生成のカスタム・オブジェクト・クラスです。MODULETBL_T NESTED TABLEに
は MODULE_Tオブジェクトが保持されています。

MODULE_Tオブジェクトの NESTED TABLEを projects表の modules列から選択し、
ModuletblTホスト変数に格納します。 

次に、getArray()メソッドを介して NESTED TABLEの要素にアクセスするメソッドに、
NESTED TABLEを格納した ModuletblT変数を渡します。getArray()メソッドはデータを
ModuleT[]配列に書き込みます。（JPublisherで生成したカスタム・コレクション・クラス
には、必ず getArray()メソッドがあります。）この ModuleT[]配列の各要素を ModuleT
オブジェクトにコピーし、各属性をアクセッサ・メソッド（getModuleName()など）で取
得し、出力します。（JPublisherで生成したカスタム・オブジェクト・クラスには、必ずこの
ようなアクセッサ・メソッドがあります。）

  static ModuletblT mymodules=null;
  ...

  public static void getModules2(int projId)
  throws Exception 
  {
    System.out.println("Display modules for project " + projId ) ;

    try {
      #sql {SELECT modules INTO :mymodules 
                           FROM projects  WHERE id=:projId };
      showArray(mymodules) ;
    } catch(Exception e) {
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      System.out.println("Error:getModules2");
      e.printStackTrace();
    }
  }

  public static void showArray(ModuletblT a) 
  {
    try {
      if ( a == null )
        System.out.println( "The array is null" );
      else {
        System.out.println( "printing ModuleTable array object of size "
                             +a.length());
        ModuleT[] modules = a.getArray();

        for (int i=0;i<modules.length; i++) {
          ModuleT module = modules[i];
          System.out.println("module "+module.getModuleId()+
                ", "+module.getModuleName()+
                ", "+module.getModuleStartDate()+
                ", "+module.getModuleDuration());
        }
      }
    }
    catch( Exception e ) {
      System.out.println("Show Array") ;
      e.printStackTrace();
    }
  }

TABLE構文による構文による構文による構文による NESTED TABLEの操作の操作の操作の操作
この例では、TABLE構文を使用して、NESTED TABLEを詳細レベルで操作します。マス
ター・レベルの基準に基づき、NESTED TABLEの要素に直接アクセスして更新します。

assignModule()メソッドを使用すると、PROJECTS表の MODULES列から MODULE_Tオ
ブジェクトの NESTED TABLEが選択され、その後でこの NESTED TABLE型の特定行の
MODULE_NAMEが更新されます。

同様に、deleteUnownedModules()メソッドを使用すると、MODULE_Tオブジェクトの
NESTED TABLEが選択され、その後でこの NESTED TABLEの非所有モジュール
（MODULE_OWNERが NULLのモジュール）が削除されます。

これらのメソッドでは、前述のように表の別名構文を使用します。この例では、NESTED 
TABLEに m、participants表に pを使用しています。表の別名の詳細は『Oracle8i SQL
リファレンス』を参照してください。
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  /* assignModule 
  // Illustrates accessing the nested table using the TABLE construct 
  // and updating the nested table row 
  */
  public static void assignModule(int projId, String moduleName, 
                                  String modOwner) throws Exception 
  {
    System.out.println("Update:Assign '"+moduleName+"' to '"+ modOwner+"'");

    try {
      #sql {UPDATE TABLE(SELECT modules FROM projects WHERE id=:projId) m
            SET m.module_owner=
           (SELECT ref(p) FROM participants p WHERE p.ename= :modOwner) 
            WHERE m.module_name = :moduleName };
    } catch(Exception e) {
      System.out.println("Error:insertModules");
      e.printStackTrace();
    }
  }

  /* deleteUnownedModules 
  // Demonstrates deletion of the Nested table element 
  */

  public static void deleteUnownedModules(int projId)
  throws Exception 
  {
    System.out.println("Deleting Unowned Modules for Project " + projId);
    try {
      #sql { DELETE TABLE(SELECT modules FROM projects WHERE id=:projId) m
             WHERE m.module_owner IS NULL };
    } catch(Exception e) {
      System.out.println("Error:deleteUnownedModules");
      e.printStackTrace();
    }
  }

ネスト・イテレータによるネスト・イテレータによるネスト・イテレータによるネスト・イテレータによる NESTED TABLEからのデータの選択からのデータの選択からのデータの選択からのデータの選択
SQLJでは、ネストされているイテレータを使用して、NESTED TABLEにアクセスできま
す。このためには、次の例に使用されている CURSOR構文を使用する必要があります。

コードで名前指定イテレータ・クラス ModuleIterを定義します。このクラスを modules
列の型として、別の名前指定イテレータ・クラス ProjIterで使用します。設定した
ProjIterインスタンスの中の各 modules項目は、ネスト・イテレータとして表された
NESTED TABLEです。 
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CURSOR構文は、ネストされている SELECT文の要素であり、ネストされているイテレータ
を移入します。

選択されたデータは、イテレータのアクセッサ・メソッドによってユーザーに出力されま
す。

この例では、前述のように、表の別名構文を使用します。ここでは、projects表には aを
使用し、NESTED TABLEには bを使用しています。表の別名の詳細は、『Oracle8i SQLリ
ファレンス』を参照してください。

...

//  The Nested Table is accessed using the ModuleIter 
//  The ModuleIter is defined as Named Iterator 

#sql public static iterator ModuleIter(int moduleId , 
                                       String moduleName , 
                                       String moduleOwner);

// Get the Project Details using the ProjIter defined as 
// Named Iterator. Notice the use of ModuleIter below:

#sql public static iterator ProjIter(int id, 
                                     String name, 
                                     String owner, 
                                     Date start_date, 
                                     ModuleIter modules);

...

public static void listAllProjects() throws SQLException
{
  System.out.println("Listing projects...");

   // Instantiate and initialize the iterators 

   ProjIter projs = null;
   ModuleIter  mods = null;
   #sql projs = {SELECT a.id, 
                        a.name, 
                        initcap(a.owner.ename) as "owner", 
                        a.start_date,
                        CURSOR (
                        SELECT b.module_id AS "moduleId",
                               b.module_name AS "moduleName",
                                 initcap(b.module_owner.ename) AS "moduleOwner"
                        FROM TABLE(a.modules) b) AS "modules"  
                 FROM projects a };
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  // Display Project Details
  
  while (projs.next()) {
    System.out.println( "\n'" + projs.name() + "' Project Id:" 
                + projs.id() + " is owned by " +"'"+ projs.owner() +"'"
                + " start on "  
                + projs.start_date());
              
    // Notice below the modules from the ProjIter are assigned to the module
    // iterator variable 

    mods = projs.modules() ;
    System.out.println ("Modules in this Project are : ") ;

    // Display Module details 

    while(mods.next()) { 
      System.out.println ("  "+ mods.moduleId() + " '"+ 
                                mods.moduleName() + "' owner is '" +
                                mods.moduleOwner()+"'" ) ;
    }                    // end of modules 
    mods.close();
  }                      // end of projects 
  projs.close();
}

ホスト式へのホスト式へのホスト式へのホスト式への VARRAYの取出しの取出しの取出しの取出し
ここでは、VARRAYをホスト式に取り出す例を示します。次の SQL定義を想定します。

CREATE TYPE PHONE_ARRAY IS VARRAY (10) OF varchar2(30)
/
/*** Create ADDRESS UDT ***/
CREATE TYPE ADDRESS AS OBJECT
( 
  street        VARCHAR(60),
  city          VARCHAR(30),
  state         CHAR(2),
  zip_code      CHAR(5)
)
/
/*** Create PERSON UDT containing an embedded ADDRESS UDT ***/
CREATE TYPE PERSON AS OBJECT
( 
  name    VARCHAR(30),
オブジェクトとコレクション  6-55



SQLJ実行文の厳密な型指定のコレクション
  ssn     NUMBER,
  addr    ADDRESS
)
/

CREATE TABLE  employees
( empnumber            INTEGER PRIMARY KEY,
  person_data     REF  person,
  manager         REF  person,
  office_addr          address,
  salary               NUMBER,
  phone_nums           phone_array
)
/

データベース内の PHONE_ARRAY VARRAY型にマッピングするカスタム・コレクション・ク
ラス PhoneArrayを、JPublisherで生成するものとします。

次のメソッドでこの表から行を選択し、データを PhoneArray型のホスト変数に格納しま
す。

private static void selectVarray() throws SQLException
{
  PhoneArray ph;
  #sql {select phone_nums into :ph from employees where empnumber=2001};
  System.out.println(
    "there are "+ph.length()+" phone numbers in the PhoneArray.  They are:");

  String [] pharr = ph.getArray();
  for (int i=0;i<pharr.length;++i) 
    System.out.println(pharr[i]);

}

VARRAY行への挿入行への挿入行への挿入行への挿入
ここでは、ホスト式から VARRAYにデータを挿入する例を示します。前例と同じ SQL定義
とカスタム・コレクション・クラス（PhoneArray）を使用します。

次のメソッドは PhoneArrayインスタンスを定義し、ホスト変数として使用して、データ
をデータベース内の VARRAYに挿入します。

// creates a varray object of PhoneArray and inserts it into a new row
private static void insertVarray() throws SQLException
{
  PhoneArray phForInsert = consUpPhoneArray();
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  // clean up from previous demo runs
  #sql {delete from employees where empnumber=2001};

  // insert the PhoneArray object
  #sql {insert into employees (empnumber, phone_nums)
        values(2001, :phForInsert)};
  
}

private static PhoneArray consUpPhoneArray()
{
  String [] strarr = new String[3];
  strarr[0] = "(510) 555.1111";
  strarr[1] = "(617) 555.2222";
  strarr[2] = "(650) 555.3333";
  return new PhoneArray(strarr);
}

Javaオブジェクトのシリアル化オブジェクトのシリアル化オブジェクトのシリアル化オブジェクトのシリアル化
Javaオブジェクトのインスタンスをデータベースから読み書きする必要がある場合がありま
す。 場合によっては、Javaクラスに対応する SQLオブジェクト型を定義し、前述のカスタム
Javaクラスのマッピング・メカニズムを使用すると便利です。 これで、Javaオブジェクト上
で完全に SQLの問合せが可能になります。

ただし、場合によっては Javaオブジェクトをそのままに格納し、後で取り出すこともでき
ます。 このためには、2つの方法があります。

� 型 RAWまたは型 BLOBのデータベース列に対し、シリアル化可能な Javaクラスをマップ
するための非標準拡張型マップ機能を使用できます。

� RAW列にシリアル化可能な Javaオブジェクトを格納するために採用できるラッパー・ク
ラス SerializableDatumを定義するために、CustomDatum機能を使用できます。

RAWおよびおよびおよびおよび BLOB列に対する列に対する列に対する列に対する Javaクラスのシリアル化クラスのシリアル化クラスのシリアル化クラスのシリアル化
ここでは、Javaクラスのシリアル化手順について説明します。

シリアル化可能なクラスに対する型マップの定義シリアル化可能なクラスに対する型マップの定義シリアル化可能なクラスに対する型マップの定義シリアル化可能なクラスに対する型マップの定義
RAW列または BLOB列内に直接 Javaクラスのインスタンスを格納する場合は、次の非標準
要件を満たす必要があります。 SAddress、pack.SPersonおよび
pack.Manager.InnerSPM（InnerSPMは Managerの内部クラスです）がシリアル化可能
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な Javaクラスであるとします。 つまり、これらのクラスは java.io.Serializableを実
装します。

� このクラスは、宣言済みの接続コンテキスト型の明示的接続コンテキスト・インスタン
スを使用する文でのみ採用する必要があります。 たとえば、この型を SerContextと呼
ぶとします。次にその例を示します。

SAddress               a =...;
pack.SPerson           p =...;
pack.Manager.InnerSPM pm =...;
SerContext ctx = new SerContext(url,user,pwd,false);
#sql [ctx] { ... :a ... :OUT p ... :INOUT pm ... }

SQLJ文では、シリアル化可能な Javaオブジェクトでは、組込み型のように透過的な読
込みや書込みが可能になります。 

� 接続コンテキスト型は、java.util.PropertyResourceBundleを実装している関連
クラスを指定する WITH属性 typeMapを使用して宣言しておく必要があります。この
例では、SerContextは次のように宣言されています。

#sql public static context SerContext with (typeMap="SerMap");

� 型マップ・リソースは RAW列または BLOB列から、シリアル化可能な Javaクラスまでに
非標準マッピングを提供する必要があります。 このマッピングは、Javaクラスが RAW列
または BLOBのいずれの列にマップされているかによって、次の形式のエントリで指定
します。

oracle-class.<java_class_name>=JAVA_OBJECT RAW
oracle-class.<java_class_name>=JAVA_OBJECT BLOB

キーワード oracle-classは、これを Oracle固有の拡張子として付与します。 この例
では、リソース・ファイル SerMap.propertiesに次のエントリが含まれます。

oracle-class.Address=JAVA_OBJECT RAW
oracle-class.pack.Person=JAVA_OBJECT BLOB
oracle-class.pack.Manager$InnerPM=JAVA_OBJECT RAW

パッケージとクラス名の分割には「.」を使用しますが、内部クラス名を分割するには
文字「$」を使用する必要があります。

標準 SQLData型マップ・エントリのみでなく、この Oracle固有の拡張子は同じ型マップ・
リソースに配置できます。

この方法でシリアル化すると、runtime.zip、runtime11.zipおよび runtime12.zip
を含む Oracle SQLJランタイム・ライブラリすべてに対して機能します。 これは、
runtime12.zipに委任する SQLDataサポートとは違います。
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Javaオブジェクトのシリアル化における制限オブジェクトのシリアル化における制限オブジェクトのシリアル化における制限オブジェクトのシリアル化における制限
シリアル化の効果について、認識しておく必要があります。 2つのオブジェクト Aおよび B
が、同じオブジェクト Cを共有している場合、Aおよび Bのシリアル化と以降のシリアル
化解除に際して、それぞれがオブジェクト Cのクローンに焦点をあてるため、共有は解かれ
ます。

さらに、指定された Javaクラスに対して宣言できるシリアル化は、RAWまたは BLOBの 1
種類のみです。SQLJトランスレータは、実際の使用方法が RAWまたは BLOBのいずれかに
適合することのみをチェックします。

RAW列では、サイズが制限されています。シリアル化した Javaオブジェクトが、列のサイ
ズを超えると、ランタイム・エラーが発生します。

BLOB列の列サイズ制限はそれほど大きくありませんが、JDBCリリース 8.1.7では、データ
ベース内の BLOB列に対するシリアル化された Javaオブジェクトの書込みは、OCI JDBCド
ライバでのみサポートされます。 一方、BLOB列からのシリアル化されたオブジェクトの取
得はすべての Oracle JDBCドライバでサポートされています。

最後に、この方法でシリアル化された Javaオブジェクトの扱いは、Oracle固有の拡張機能
であり、Oracle固有のプロファイルのカスタマイズのみでなく、Oracle SQLJランタイムも
必要となります。  将来、Oracleではシリアル化した Javaオブジェクトを直接暗号化する
SQL型をサポートする予定です。これらは、JDBC 2.0で、JAVA_OBJECT SQL型として説
明されています。 現在のところ、各 BLOBおよび RAW指定を対応する JAVA_OBJECT SQL型
に置き換え、エントリ上で接頭辞 oracle-を削除できます。

SerializableDatum - CustomDatumの実装の実装の実装の実装
oracle.sql.STRUCT、oracle.sql.REFまたは oracle.sql.ARRAY型以外の
oracle.sql.*型にマッピングするカスタム Javaクラスの定義例は、6-14ページの
「CustomDatum実装のその他の使用例」を参照してください。

データベース内の RAWフィールドに対して Javaオブジェクトのシリアル化およびデシリア
ライズを行う例では、カスタム Javaクラスを oracle.sql.RAW型にマッピングしていま
す。

この項では、このようなアプリケーションの例として、CustomDatumインタフェースの実
装クラスを作成する SerializableDatumを説明します。このクラスは、6-5ページの「カ
スタム Javaクラス」に記載されている一般形式のカスタム Javaクラスにも準拠しています。 

この例では、SerializableDatumの開発手順を詳細に示してから、完全なサンプル・
コードを示します。

注意注意注意注意 : この特定のシリアル化メカニズムの実装では、JDBC型マップは
使用しません。 BLOBまたは RAWに対するマップは、変換時にカスタマイ
ズされた Oracleのプロファイルにハードコードされます。
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1. まず、このクラスのスケルトンから始めます。

public class SerializableDatum implements CustomDatum
{
   // <Client methods for constructing and accessing the Java object>

   public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
   {
      // <Implementation of toDatum()>
   }

   public static CustomDatumFactory getFactory()
   {
      return FACTORY;
   }

   private static final CustomDatumFactory FACTORY =
           // <Implementation of a CustomDatumFactory for SerializableDatum>

   // <Construction of SerializableDatum from oracle.sql.RAW>

   public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.RAW;
}

SerializableDatum自体では、CustomDatumFactoryインタフェースが実装されるこ
とはありませんが、このクラスの getFactory()メソッドを使用すると、このインタ
フェースを実装した staticメンバーが戻されます。

_SQL_TYPECODEを OracleTypes.RAWに設定します。データベースに対してこのデータ
型の読込みおよび書込みを行うためです。SQLJトランスレータは、この型コード情報に基
づき、オンラインで型チェックを行い、ユーザー定義の Java型とデータベース内の SQL型
間の互換性を検証します。

2. 次の処理を行うクライアント・メソッドを定義します。

� SerializableDatumオブジェクトの作成

� SerializableDatumオブジェクトの設定

� SerializableDatumオブジェクトからのデータの取得

注意注意注意注意 : このアプリケーションでは、java.io、java.sql、
oracle.sqlおよび oracle.jdbc.driverパッケージのクラスを使用
します。ここではインポート文を省略します。
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// Client methods for constructing and accessing a SerializableDatum

private Object m_data;
public SerializableDatum()
{
   m_data = null;
}
public void setData(Object data)
{
   m_data = data;
}
public Object getData()
{
   return m_data;
}

3. SerializableDatumオブジェクトからのデータをシリアル化し、oracle.sql.RAW
オブジェクトに格納する toDatum()メソッドを実装します。この toDatum()を実装
すると、m_dataフィールド内のオブジェクトのシリアライズ表現が
oracle.sql.RAWインスタンスとして戻されます。

// Implementation of toDatum()

try {
   ByteArrayOutputStream os = new ByteArrayOutputStream();
   ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(os);
   oos.writeObject(m_data);
   oos.close();
   return new RAW(os.toByteArray());
} catch (Exception e) {
  throw new SQLException("SerializableDatum.toDatum: "+e.toString()); }

4. oracle.sql.RAWオブジェクトから SerializableDatumオブジェクトへのデータ変
換を実装します。この段階で、データをシリアル化解除します。

// Constructing SerializableDatum from oracle.sql.RAW

private SerializableDatum(RAW raw) throws SQLException
{
   try {
      InputStream rawStream = new ByteArrayInputStream(raw.getBytes());
      ObjectInputStream is = new ObjectInputStream(rawStream);
      m_data = is.readObject();
      is.close();
   } catch (Exception e) {
     throw new SQLException("SerializableDatum.create: "+e.toString()); }
}
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5. CustomDatumFactoryを実装します。この例では、無名クラスとして実装します。

// Implementation of a CustomDatumFactory for SerializableDatum

new CustomDatumFactory()
{
   public CustomDatum create(Datum d, int sqlCode) throws SQLException
   {
      if (sqlCode != _SQL_TYPECODE)
      {
         throw new SQLException("SerializableDatum: invalid SQL type "+sqlCode);
      }
      return (d==null) ? null : new SerializableDatum((RAW)d);
   }
};

SQLJアプリケーションのアプリケーションのアプリケーションのアプリケーションの SerializableDatum
ここでは、前項で作成した SerializableDatumクラスのインスタンスをホスト変数およ
びイテレータ列として、SQLJアプリケーションで使用する方法を示します。

次の表定義を想定します。

CREATE TABLE PERSONDATA (NAME VARCHAR2(20) NOT NULL, INFO RAW(2000));

ホスト変数としてのホスト変数としてのホスト変数としてのホスト変数としての SerializableDatum
次に、SerializableDatumインスタンスをホスト変数として使用する例を示します。

...
SerializableDatum pinfo = new SerializableDatum();
pinfo.setData (
   new Object[] {"Some objects", new Integer(51), new Double(1234.27) } );
String pname = "MILLER";
#sql { INSERT INTO persondata VALUES(:pname, :pinfo) };
...

イテレータ列としてのイテレータ列としてのイテレータ列としてのイテレータ列としての SerializableDatum
次に、SerializableDatumを名前指定イテレータの列として使用する例を示します。

次のように宣言します。

#sql iterator PersonIter (SerializableDatum info, String name);
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実行可能コードを示します。

PersonIter pcur;
#sql pcur = { SELECT * FROM persondata WHERE info IS NOT NULL };
while (pcur.next())
{
   System.out.println("Name:" + pcur.name() + " Info:" + pcur.info());
}
pcur.close();
...

SerializableDatum（クラス全体）（クラス全体）（クラス全体）（クラス全体）
ここでは、詳細手順を示した SerializableDatumクラスの全体を示します。

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

public class SerializableDatum implements CustomDatum
{
// Client methods for constructing and accessing a SerializableDatum

   private Object m_data;
   public SerializableDatum()
   {
      m_data = null;
   }
   public void setData(Object data)
   {
      m_data = data;
   }
   public Object getData()
   {
      return m_data;
   }

// Implementation of toDatum()

   public Datum toDatum(OracleConnection c) throws SQLException
   {

      try {
         ByteArrayOutputStream os = new ByteArrayOutputStream();
         ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(os);
         oos.writeObject(m_data);
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         oos.close();
         return new RAW(os.toByteArray());
      } catch (Exception e) {
        throw new SQLException("SerializableDatum.toDatum: "+e.toString()); }
   }

   public static CustomDatumFactory getFactory()
   {
      return FACTORY;
   }

// Implementation of a CustomDatumFactory for SerializableDatum

   private static final CustomDatumFactory FACTORY =
   
      new CustomDatumFactory()
      {
         public CustomDatum create(Datum d, int sqlCode) throws SQLException
         {
            if (sqlCode != _SQL_TYPECODE)
            {
               throw new SQLException(
                  "SerializableDatum: invalid SQL type "+sqlCode);
            }
            return (d==null) ? null : new SerializableDatum((RAW)d);
         }
      };

// Constructing SerializableDatum from oracle.sql.RAW

   private SerializableDatum(RAW raw) throws SQLException
   {
      try {
         InputStream rawStream = new ByteArrayInputStream(raw.getBytes());
         ObjectInputStream is = new ObjectInputStream(rawStream);
         m_data = is.readObject();
         is.close();
      } catch (Exception e) {
        throw new SQLException("SerializableDatum.create: "+e.toString()); }
   }

   public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.RAW;
}
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緩い型指定のオブジェクト、参照およびコレクション緩い型指定のオブジェクト、参照およびコレクション緩い型指定のオブジェクト、参照およびコレクション緩い型指定のオブジェクト、参照およびコレクション
SQLJでは、緩い型指定のオブジェクト、参照およびコレクションを使用できます。一般的
には、これらのクラスの使用はお薦めしません。使用方法も制限されます。ただし、便利な
場合もあります。たとえば、任意の STRUCTまたは任意の REFを使用できる汎用コードの
場合です（ただし、動的 SQLを使用する場合は、SQLJではなく、JDBCでコード化する必
要があります）。

緩い型指定のオブジェクト、参照およびコレクションのサポート緩い型指定のオブジェクト、参照およびコレクションのサポート緩い型指定のオブジェクト、参照およびコレクションのサポート緩い型指定のオブジェクト、参照およびコレクションのサポート
Oracleのオブジェクト、参照またはコレクションを SQLJアプリケーションで使用する場合
は、厳密な型指定のカスタム・オブジェクト・クラス、参照クラスまたはコレクション・ク
ラス（CustomDatumインタフェースを実装したクラス）または厳密な型指定のカスタム・
オブジェクト・クラス（SQLDataインタフェースを実装したクラス）を使用するかわりに、
緩い型指定の汎用 java.sqlインスタンスまたは oracle.sqlインスタンスを使用できま
す。（ただし、SQLData実装をカスタム・オブジェクト・クラスとして使用した場合、緩い
型指定のカスタム参照インスタンスしか使用できません。）

Oracle SQLJでは、イテレータ列またはホスト式に対して、次に示した緩い型指定を使用で
きます。

� java.sql.Structまたは oracle.sql.STRUCT（オブジェクトの場合）

� java.sql.Refまたは oracle.sql.REF（オブジェクト参照の場合）

� java.sql.Arrayまたは oracle.sql.ARRAY（コレクションの場合）

ホスト式の場合は、次の方法で使用できます。

� 入力ホスト式として

� INTOリストで出力ホスト式として

こうした緩い型指定は、通常は使用しないようにしてください。SQLJの厳密な型指定のパ
ラダイムのあらゆる利点が損なわれるためです。

STRUCTオブジェクト内の各属性または ARRAYオブジェクト内の各要素が
oracle.sql.Datumオブジェクトに格納されます。元のデータの形式は、該当する
oracle.sql.*型（oracle.sql.NUMBERや oracle.sql.CHARなど）です。STRUCTオ
ブジェクト内の属性は無名です。

STRUCTおよび ARRAYクラスは汎用クラスなので、これらのクラスのインスタンスに対し
てオブジェクトまたはコレクションの読込みや書込みを行う際は、SQLJで型チェックを行
えません。

一般的には、オブジェクト、参照およびコレクションに対してカスタム Javaクラスの使用
をお薦めします。可能な場合は、JPublisherで生成したクラスを使用してください。
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緩い型指定のオブジェクト、参照およびコレクションの使用制限緩い型指定のオブジェクト、参照およびコレクションの使用制限緩い型指定のオブジェクト、参照およびコレクションの使用制限緩い型指定のオブジェクト、参照およびコレクションの使用制限
緩い型指定のオブジェクト（Structまたは STRUCTインスタンス）、参照（Refまたは
REFのインスタンス）またはコレクション（Arrayまたは ARRAYのインスタンス）は、ホ
スト式の次のパラメータとしては使用できません。

� INパラメータとして（NULLの場合）

� ストアド・プロシージャまたはストアド・ファンクションのコールで、OUTまたは
INOUTパラメータとして

� ストアド・ファンクションの結果式で、OUTパラメータとして

これらのパラメータとして使用できない理由は、元の SQL型の名前（Personなど）を特定
できないからです。Oracle JDBCドライバは、元の SQL型の名前を使用して、Javaのユー
ザー定義型のインスタンスを生成します。
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高度な言語機能高度な言語機能高度な言語機能高度な言語機能

この章では、アプリケーションのコーディングで利用できる SQLJ言語の高度な機能につい
て説明します。詳細は、第 3章「基本的な言語機能」を参照してください。

次の項目について説明します。

� 接続コンテキスト

� 実行コンテキスト

� SQLJでのマルチスレッド

� イテレータ・クラスの実装と高度な機能

� 詳細なトランザクション制御

� SQLJと JDBCの連係動作
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接続コンテキスト接続コンテキスト接続コンテキスト接続コンテキスト
SQLJでは接続コンテキストの概念がサポートされているため、厳密に分類するためのコン
テキストを各種 SQLエンティティで使用できます。接続コンテキストは、特定の SQLエン
ティティ（具体的には、表、ビュー、ストアド・プロシージャなど）に関連付けられている
といえます。SQLJでは、追加の接続コンテキスト・クラスを宣言することにより、特定の
SQLエンティティを使用する接続で各クラスを使用できるようになります。接続コンテキス
ト・クラス 1つに対してインスタンスがいくつか存在する場合、各インスタンスで使用され
る物理的エンティティやスキーマは、それぞれ異なるのが一般的です。ただし、少なくとも
名前やデータ型が同じエンティティは使用されます。

接続コンテキストの概要接続コンテキストの概要接続コンテキストの概要接続コンテキストの概要
アプリケーションで数種類の SQLエンティティを使用する場合は、通常、新たに 1つ以上
の接続コンテキスト・クラスを宣言し、使用することをお薦めします。3-2ページの「SQLJ
宣言の概要」を参照してください。各接続コンテキスト・クラスは、相互に関連しあう特定
の SQLエンティティで使用できます。つまり、特定の接続コンテキスト・クラスを使用し
て接続を定義すると、各接続で使用する表、ビュー、ストアド・プロシージャなどは、名前
やデータ型が同じになります。 

たとえば、人事部で使用する表とストアド・プロシージャのセットを、SQLエンティティの
一例として取り上げます。その場合、表として EMPLOYEESと DEPARTMENTS、ストアド・
プロシージャとして CHANGE_DEPTと UPDATE_HEALTH_PLANが使用されます。他の種類
の SQLエンティティとしては、財務部で使用する表とプロシージャのセットを取り上げま
す。この場合、表として EMPS（人事部で使用する従業員表とは異なるもの）、ストアド・プ
ロシージャとして GIVE_RAISEと CHANGE_WITHHOLDINGを使用します。 

SQLエンティティへの接続コンテキスト・クラスをカスタマイズすると、オンラインのセマ
ンティクス・チェックの精度が上がります。オンライン・チェックでは、SQLJ文中にある
SQLエンティティのうち、指定した接続コンテキスト・クラスを使用する各エンティティ
が、基本スキーマにあるトランスレーション用 SQLエンティティと同じかどうかが検証さ
れます。基本スキーマは、SQLJの接続先データベース・アカウントの 1つで、特定の接続
コンテキスト・クラスを使用した SQLJ文に対するオンライン・チェックに使用されます。
トランスレータへの基本スキーマを指定するには、SQLJコマンドラインから -user、
-passwordおよび -urlオプションを使用します。 （これらのオプションの詳細は、8-30
ページの「接続オプション」を参照してください。）基本スキーマは、実行時にアプリケー
ションで使用されるアカウントと同じにしてもしなくてもかまいません。 

関連のない広範囲の SQLエンティティ・グループを複数の SQLJ文で使用し、これらの文に
接続コンテキスト・クラスを 1つしか使用しない場合は、汎用性の高い基本スキーマを作成
する必要があります。この基本スキーマに含まれるあらゆる表、ビューおよびストアド・プ

注意注意注意注意 : 1種類の SQL エンティティと 1つの接続コンテキスト・クラスの
みを使用した状況に重点を置いた、接続の基本についての概要は、4-8
ページの「接続の際の考慮事項」を参照してください。
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ロシージャは、すべての文にわたって使用されます。この逆に、特定の接続コンテキスト・
クラスを使用した各 SQLJ文中で、相関する小範囲の SQLエンティティのセットを使用する
場合には、特定の基本スキーマを作成します。特定のスキーマを使用すると、セマンティク
ス・チェックの精度が向上します。

接続コンテキストのロジスティクス接続コンテキストのロジスティクス接続コンテキストのロジスティクス接続コンテキストのロジスティクス
接続コンテキスト・クラスを宣言すると、SQLJトランスレータによって生成されたコード
にクラスが定義されます。宣言した接続コンテキスト・クラスの他に、デフォルトの接続コ
ンテキスト・クラスが定義されます。

sqlj.runtime.ref.DefaultContext

接続コンテキスト・インスタンスを作成する場合は、特定のスキーマ（ユーザー名、パス
ワード、URL）および SQL操作が実行される特定のセッションとトランザクションを指定
します。その場合、接続コンテキスト・クラスのコンストラクタへの入力パラメータとし
て、ユーザー名、パスワードおよびデータベース URLを指定します。接続コンテキスト・
インスタンスでは、そのセッションで実行された SQL操作が管理されます。 

SQLJ文ごとに、使用する接続コンテキスト・インスタンスを指定します。7-6ページの
「SQLJ句での接続コンテキスト・インスタンスの指定」を参照してください。

注意注意注意注意 : 

� 接続コンテキスト・クラスの宣言では、宣言済みの接続コンテキス
ト・クラスで使用する SQLエンティティを定義しません。また、関
連のない異種のエンティティを使用した接続に、それぞれ同じ接続コ
ンテキスト・クラスを使用できます。接続コンテキスト・クラスの使
用方法は任意です。特定の接続コンテキスト・クラスで使用可能な
SQLエンティティが限られる場合、その原因となるのは、基本スキー
マ用エンティティ（変換時にオンライン・セマンティクス・チェック
を使用する場合）と、実行時に接続先のスキーマ用エンティティ（接
続コンテキスト・クラスのインスタンスを使用する場合）です。

� アプリケーションで使用する SQL修飾名（SCOTT.EMPなど）に、エ
ンティティの常駐場所を指定した場合、基本スキーマ（オンライン・
チェックを使用する場合）およびランタイム・スキーマからリソース
へのアクセスには、完全修飾名を指定する必要があります。

� ベンダー各社のデータベースへの接続にも、接続コンテキスト・クラ
スを使用可能です。ただし、同じ名前や互換性のあるデータ型を使用
して、接続先スキーマのエンティティにアクセスできる場合に限られ
ます。
高度な言語機能  7-3



接続コンテキスト
次の例では、2つの異種スキーマに接続するための接続コンテキスト・クラス MyContext
の基本的な宣言と使用方法を示します。通常の使用では、この両スキーマの SQLエンティ
ティは、それぞれ名前とデータ型が同じであることが前提になります。

次のように宣言します。

#sql context MyContext;

実行可能コードを示します。

MyContext mctx1 = new MyContext
     ("jdbc:oracle:thin@localhost:1521:ORCL", "scott", "tiger", false);
MyContext mctx2 =  new MyContext
     ("jdbc:oracle:thin@localhost:1521:ORCL", "brian", "mypasswd", false);

接続コンテキスト・クラスのコンストラクタでは、ブール値の自動コミット・パラメータが
定義されます（7-4ページの「接続コンテキスト・クラスの宣言と使用方法の補足」を参照
してください）。

また、異なる接続コンテキスト・インスタンスで、同じスキーマに接続できます。前述の例
では、mctx1と mctx2の両方には、必要に応じて scott/tigerを指定できます。ただし、
実行時に接続コンテキスト・インスタンスがデータベースに加えた変更は、コミットされる
まで別の接続コンテキスト・インスタンスには認識されません。ただし例外もあります。そ
れは、この 2つの接続コンテキスト・インスタンスが、同じ JDBC接続インスタンスから生
成された場合です。（接続コンテキスト・クラスのコンストラクタのいずれか 1つは、入力
として JDBC接続インスタンスを取るからです。）

接続コンテキスト・クラスの宣言と使用方法の補足接続コンテキスト・クラスの宣言と使用方法の補足接続コンテキスト・クラスの宣言と使用方法の補足接続コンテキスト・クラスの宣言と使用方法の補足
ここでは、接続コンテキスト・クラスを宣言し、クラスのインスタンスを使用してデータ
ベース接続を定義する方法について、例を示して説明します。

接続コンテキスト・クラスのコンストラクタは、次のいずれかが指定されている場合、デー
タベース・スキーマへの接続を開きます（DefaultContextクラスの場合）。

� URL（String）、ユーザー名（String）、パスワード（String）、自動コミット
（boolean）

� URL（String）、java.util.Propertiesオブジェクト、自動コミット（boolean）

� URL（ユーザー名やパスワードなど、接続の詳細を指定する String）、自動コミットの
設定（boolean）

� JDBC接続オブジェクト（Connectionまたは OracleConnection）

� SQLJ接続コンテキスト・オブジェクト
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クラスの宣言クラスの宣言クラスの宣言クラスの宣言
次に示す宣言では、接続コンテキスト・クラスが生成されます。 

#sql context OrderEntryCtx <implements clause> <with clause>; 

これを実行すると、SQLJトランスレータで sqlj.runtime.ConnectionContextインタ
フェースを実装したクラスが生成されます。また、ConnectionContextインタフェース
を実装した基本クラス（抽象クラス）が拡張されます。この基本クラスは、使用している特
定の SQLJ実装の一部となります。

implements句は実装する追加インタフェースを指定し、with句は定義して初期化する変
数を指定します。この 2つの句は、オプションです。詳細は、3-4ページの「宣言
IMPLEMENTS句」と 3-5ページの「宣言WITH句」を参照してください。

次は、SQLJトランスレータによって生成される内容です。（メソッドの実装は省略してあり
ます。） 

class OrderEntryCtx implements sqlj.runtime.ConnectionContext 
      extends ...
{ 
   public OrderEntryCtx(String url, Properties info, boolean autocommit)
          throws SQLException; 
   public OrderEntryCtx(String url, boolean autocommit) throws SQLException;
   public OrderEntryCtx(String url, String user, String password, 
          boolean autocommit) throws SQLException; 
   public OrderEntryCtx(Connection conn) throws SQLException; 
   public OrderEntryCtx(ConnectionContext other) throws SQLException; 

   public static OrderEntryCtx getDefaultContext(); 
   public static void setDefaultContext(OrderEntryCtx ctx); 
} 

注意注意注意注意 : 

� JDBC接続オブジェクトを引数とするコンストラクタを使用する場合
は、接続コンテキスト・インスタンスを NULL JDBCで初期化しない
でください。

� 自動コミットの設定では、SQL操作が自動的にコミットされるかどう
かが定義されます。 詳細は、4-26ページの「基本的なトランザクショ
ン制御」を参照してください。
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接続コンテキスト・インスタンスの作成接続コンテキスト・インスタンスの作成接続コンテキスト・インスタンスの作成接続コンテキスト・インスタンスの作成
前述の例を使用して、次の構文で OrderEntryCtxクラスをインスタンス化します。

OrderEntryCtx myOrderConn = new OrderEntryCtx
                            (url, username, password, autocommit);

次にその例を示します。

OrderEntryCtx myOrderConn = new OrderEntryCtx
   ("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl", "scott", "tiger", true);

このためには、DefaultContextクラスのインスタンス化と同じ方法を使用します。
DefaultContextを含むすべての接続コンテキスト・クラスでは、それぞれコンストラク
タのシグネチャが同じです。

SQLJ句での接続コンテキスト・インスタンスの指定句での接続コンテキスト・インスタンスの指定句での接続コンテキスト・インスタンスの指定句での接続コンテキスト・インスタンスの指定
次は、基本的な SQLJ文の構文です。 

#sql <[<conn><, ><exec>]> { SQL operation };

接続コンテキスト・インスタンスは、#sqlトークンの後ろの大かっこ内に指定します。次
の SQLJ文の例では、前述の例で使用した myOrderConnを接続コンテキスト・インスタン
スとして使用します。

#sql [myOrderConn] { UPDATE TAB2 SET COL1 = :w WHERE :v < COL2 };

DefaultContextクラスや宣言済みの接続コンテキスト・クラスのインスタンスは、この
ようにして指定します。

接続コンテキスト・インスタンスの終了接続コンテキスト・インスタンスの終了接続コンテキスト・インスタンスの終了接続コンテキスト・インスタンスの終了
接続コンテキスト・インスタンスは、処理完了後にすべて終了することをお薦めします。各
接続コンテキスト・クラスには、close()メソッドが内包されています。具体例は、4-12
ページの「接続の終了」で取り上げた DefaultContextクラスの例を参照してください。

注意注意注意注意 : 通常は、JDBCドライバを登録した後で、接続コンテキスト・イ
ンスタンスを作成する必要があります。 4-7ページの「ランタイムに使用す
るドライバの選択および登録」を参照してください。

注意注意注意注意 : デフォルトの接続は、宣言済みの接続コンテキスト・クラスでは
なく、DefaultContextクラスのインスタンスであることが必要です。
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接続コンテキスト・インスタンスのうち、元の接続を他の接続インスタンスと共有するもの
については、元の接続を開いたままにしておく必要があります。 7-35ページの「共有接続の
クローズ」を参照してください。

複数の接続コンテキストの例複数の接続コンテキストの例複数の接続コンテキストの例複数の接続コンテキストの例
次は、複数の接続コンテキストを使用する SQLJアプリケーションの例です。この例では、
一方の SQLエンティティには DefaultContextクラスのインスタンスを暗黙的に使用し、
もう一方の SQLエンティティには、宣言済みの接続コンテキスト・クラス DeptContext
のインスタンスを使用しています。 

この例では、静的 Oracle.connect()メソッドを使用し、デフォルトの接続を確立しま
す。その後で、静的 Oracle.getConnection()メソッドを使用してさらに接続を生成し、
もう一方の DefaultContextインスタンスを DeptContextコンストラクタに渡します。
前述のように、これは SQLJ接続コンテキスト・インスタンスの生成方法の 1つにすぎませ
ん。

import java.sql.SQLException;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;

// declare a new context class for obtaining departments
#sql context DeptContext;

#sql iterator Employees (String ename, int deptno);

class MultiSchemaDemo 
{
  public static void main(String[] args) throws SQLException 
  {
    /* if you're using a non-Oracle JDBC Driver, add a call here to
       DriverManager.registerDriver() to register your Driver
    */

    // set the default connection to the URL, user, and password
    // specified in your connect.properties file
    Oracle.connect(MultiSchemaDemo.class, "connect.properties");

    // create a context for querying department info using
    // a second connection
    DeptContext deptCtx = 
      new DeptContext(Oracle.getConnection(MultiSchemaDemo.class, 
                     "connect.properties"));

    new MultiSchemaDemo().printEmployees(deptCtx);
    deptCtx.close();
  }
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  // performs a join on deptno field of two tables accessed from
  // different connections. 
  void printEmployees(DeptContext deptCtx) throws SQLException
  {
    // obtain the employees from the default context
    Employees emps;
    #sql emps = { SELECT ename, deptno FROM emp }; 

    // for each employee, obtain the department name
    // using the dept table connection context
    while (emps.next()) {
      String dname;
      int deptno = emps.deptno();
      #sql [deptCtx] { 
        SELECT dname INTO :dname FROM dept WHERE deptno = :deptno
      };
      System.out.println("employee: " +emps.ename() +
                         ", department: " + dname);
    }
    emps.close();
  }
}

接続コンテキスト・クラスの実装と機能接続コンテキスト・クラスの実装と機能接続コンテキスト・クラスの実装と機能接続コンテキスト・クラスの実装と機能
ここでは、DefaultContextクラスなどの接続コンテキスト・クラスを SQLJで実装する
方法について説明します。また、その主なメソッドについても取り上げます。

前述のように、DefaultContextクラスとすべての生成された接続コンテキスト・クラス
には、ConnectionContextインタフェースが実装されます。

ConnectionContext インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース
各接続コンテキスト・クラスには、sqlj.runtime.ConnectionContextインタフェース
が実装されています。

このインタフェースで指定される基本メソッドは、次のとおりです。

� close(boolean CLOSE_CONNECTION/KEEP_CONNECTION): その接続をメンテナ
ンスするために使用されているすべてのリソースを解放し、開いている接続プロファイ
ルをすべて閉じるメソッド。基になる JDBC接続を閉じるかどうかは、

注意注意注意注意 : 接続コンテキスト・クラスのサブクラス化は SQLJ仕様で許可さ
れていないので、Oracle SQLJでのサブクラス化はサポートされていませ
ん。
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CLOSE_CONNECTIONあるいは KEEP_CONNECTIONが指定されているかによります。こ
れらは、ConnectionContextインタフェース特有の staticブール定数です。 

詳細は、7-35ページの「共有接続のクローズ」を参照してください。

� getConnection():  その接続コンテキスト・インスタンスの基になる JDBC接続オブ
ジェクトを戻すメソッド。

� getExecutionContext():  その接続コンテキスト・インスタンスのデフォルトの
ExecutionContextインスタンスを戻すメソッド。 詳細は、7-14ページの「実行コン
テキスト」を参照してください。

接続コンテキスト・クラスの追加メソッド接続コンテキスト・クラスの追加メソッド接続コンテキスト・クラスの追加メソッド接続コンテキスト・クラスの追加メソッド
ConnectionContextインスタンスで定義されているメソッドの他に、次のメソッドが各
接続コンテキスト・クラスで定義されています。

� getDefaultContext():  これは staticメソッドで、特定の接続コンテキスト・クラス
にデフォルトの接続コンテキスト・インスタンスを戻します。

� setDefaultContext(Your_Ctx_Class conn_ctx_instance): これは staticメ
ソッドで、特定の接続コンテキスト・クラスにデフォルトのコンテキスト・インスタン
スを定義します。

デフォルトの接続としては、DefaultContextクラスのインスタンスしか使用できません。
ただし、宣言された接続コンテキスト・クラスのデフォルトのコンテキストとして、
setDefaultContext()メソッドを使用して、そのクラスのインスタンスを指定しておき
ます。次に、特定のクラスの getDefaultContext()メソッドを使用して、そのインスタ
ンスを取得します。このようにすると、たとえば、次のように SQLJ実行文に接続コンテキ
スト・インスタンスを指定できます。

次のように宣言します。

#sql context MyContext;

実行可能コードを示します。

...
MyContext myctx1 = new MyContext(url, user, password, auto-commit);
...
MyContext.setDefaultContext(myctx1);
...
#sql [MyContext.getDefaultContext()] { SQL operations };
...
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接続コンテキスト宣言での接続コンテキスト宣言での接続コンテキスト宣言での接続コンテキスト宣言での IMPLEMENTS句の使用句の使用句の使用句の使用
接続コンテキスト宣言にインタフェースを実装する場合があります。 その詳細と構文につい
ては、3-4ページの「宣言 IMPLEMENTS句」を参照してください。

たとえば、インタフェースで、接続コンテキスト・クラスに定義された機能のサブセットの
みを公開する場合があります。または、クラスで、getConnection()の機能のみ必要で、
接続コンテキスト・クラスの他の機能が必要ない場合もあります。 

たとえば、HasConnectionという名前のインタフェースを作成し、getConnection()メ
ソッドのみを指定して、接続コンテキスト・クラスにある他のメソッドを指定しないことも
可能です。その後で、接続コンテキスト・クラスを宣言し、getConnection()の機能のみ
を公開できます。その場合、宣言された接続コンテキスト・クラスの型を持つ変数ではな
く、HasConnection型の変数に、接続コンテキスト・インスタンスを代入します。

次のように宣言します。（ここでは、HasConnectionが mypackageパッケージにあると
します。）

#sql public context MyContext implements mypackage.HasConnection;

次のように、接続インスタンスをインスタンス化します。

HasConnection myConn = new MyContext (url, username, password, autocommit);

次にその例を示します。

HasConnection myConn = new MyContext 
         ("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl", "scott", "tiger", true);

接続コンテキストのセマンティクス・チェック接続コンテキストのセマンティクス・チェック接続コンテキストのセマンティクス・チェック接続コンテキストのセマンティクス・チェック
SQLJの大きな特徴としては、接続の厳密な分類が挙げられます。相関する特定の SQLエン
ティティに対する操作では、各接続コンテキスト・クラスを使用するのが一般的です。ただ
し、1つのクラスの接続エンティティ・インスタンスが同じ物理的エンティティを使用する
わけではありませんが、このインスタンスが使用するエンティティは、それぞれ同じプロパ
ティ（表やビューに関連付けされた名前や権限、各エンティティの行のデータ型、ストア
ド・プロシージャの名前や定義など）を備えています。この厳密な分類により、SQLJのセ
マンティクス・チェックでは、SQL操作の使用がデータベース接続に適切であるかどうかが
トランスレーション時に検証できます。

トランスレーション時にオンラインのセマンティクス・チェックを利用するには、接続コン
テキスト・クラスごとにサンプル・スキーマ（該当の SQLエンティティを含む）を指定し
ます。これらのサンプル・スキーマは、基本スキーマと総称されています。基本スキーマを
指定するには、SQLJの -user、-passwordおよび -urlオプションを使用します。 （これ
らの SQLJオプションについては、8-30ページの「接続オプション」を参照してください。）
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トランスレータは、セマンティクス・チェック時に、特定の接続コンテキスト・クラスを指
定された基本スキーマに接続し、次の処理を行います。

� 接続コンテキスト・クラスのインスタンスを指定するコード中の各 SQLJ文を検証し、
その SQL操作（どの表にアクセスし、どのストアド・プロシージャを使用するのか、
など）をチェックします。

� SQL操作におけるエンティティが基本スキーマにある既存のエンティティと一致するこ
とを検証します。

アプリケーション開発者は、適切なランタイム・スキーマを基本スキーマとして選択しま
す。具体的には、基本スキーマの表、ビュー、ストアド・ファンクションおよびストアド・
プロシージャの各名前とデータ型を、SQL操作で使用されているものと同一にし、各権限を
正しく設定する必要があります。 

トランスレーション時にいずれかの接続コンテキスト・クラスに適切な基本スキーマを使用
できない場合は、特定の接続コンテキスト・クラスに SQLJトランスレータ・オプション
（-user、-password、-url）を指定する必要はありません。 その場合、その接続コンテキ
スト・クラスの接続オブジェクトを指定する SQLJ文では、可能な範囲でセマンティクス・
チェックが行われます。 

DataSourceのサポートのサポートのサポートのサポート
JDBC 2.0拡張 APIでは、JDBC接続を取得するため、既存の DriverManagerメカニズム
へ移植可能な代替として、DataSourceおよび JNDIの使用を指定します。 JNDI名を検索す
ることによって、データベース接続を確立できます。 この名前は、通常、GUI JavaBeans配
布ツールを通してインストールされる javax.sql.DataSourceオブジェクトを通して、
プログラム・ランタイムより前に特定のデータベースおよびスキーマに対してバインドされ
ます。 この名前は、ディレクトリ・サービスに名前を再バインドするだけでソース・コード
を変更せずに、別の物理的接続にバインドされる場合もあります。

SQLJでは、柔軟で移植可能な方法で接続コンテキスト・インスタンスを作成するため、同
じメカニズムを使用します。 データ・ソースは、JDBC 2.0拡張 APIで定義したように、接続
プールまたは分散トランザクション・サービスを使用して実装されます。

接続コンテキストと接続コンテキストと接続コンテキストと接続コンテキストと DataSourceの関連付けの関連付けの関連付けの関連付け
SQLJでは、通常、DataSource名が JDBC接続の象徴名となるのと同じ方法で、接続コン
テキスト・クラスを論理的スキーマに関連付けます。 DataSource名を接続コンテキストの
宣言に追加することにより、両方のコンセプトを結合します。

#sql context EmpCtx with (dataSource="jdbc/EmpDB");

注意注意注意注意 : トランスレータ・オプション設定に指定する基本スキーマでは、
実行時に使用されるスキーマは指定されません。 基本スキーマからトラン
スレータに渡されるのは、SQL実行文で使用するエンティティと照合する
ための一組の SQLエンティティのみです。
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前述の EmpCtxなど、dataSourceプロパティで宣言した接続コンテキストは、次の新規
コンストラクタを提供します。

� public EmpCtx(): jdbc/EmpDBの DataSourceを検索し、接続を取得するために
getConnection()メソッドをコールします。

� public EmpCtx(String user、String password): jdbc/EmpDBのデータソー
スを検索し、getConnection（user、password）をコールして接続を確立します。

� public EmpCtx(ConnectionContext ctx): 接続を取得するために ctxへ委任し
ます。

前述の EmpCtxなど、dataSourceプロパティで宣言した接続コンテキストは、次の
DriverManagerベースのコンストラクタを省略します。

� public EmpCtx(Connection conn)

� public EmpCtx(String url、String user、String password、boolean 
autoCommit)

�  public EmpCtx(String url、boolean autoCommit)

�  public EmpCtx(String url、java.util、Properties info、boolean 
autoCommit)

�  public EmpCtx(String url、boolean autoCommit)

DataSource接続の自動コミット・モード接続の自動コミット・モード接続の自動コミット・モード接続の自動コミット・モード
置き換える DriverManagerベースのコンストラクタとは異なり、新規の DataSource
ベースのコンストラクタには、明示的自動コミット・パラメータは含まれていません。  常
に、データ・ソースで定義された自動コミット・モードを使用します。

データ・ソースは、配布例によってはデフォルトの自動コミット・モードを持つように設定
されています。  たとえば、通常、サーバーおよび中間層上のデータソースは自動コミットを
オフにしており、クライアント上のデータ・ソースは自動コミットをオンにしています。  し
かし、特定の自動コミット設定を使用してデータ・ソースを設定することも可能です。  これ
で、データ・ソースを特定のアプリケーションや配布例に合わせて設定することができま
す。 これを単一のデータベース /ドライバ設定のみを指定する JDBC URLと比較してくださ
い。

プログラムは、接続コンテキストの基になる JDBC接続を使用して、既存の自動コミット設
定を確認して上書きできます。
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.

DataSourceとととと DefaultContextの関連の関連の関連の関連
SQLJプログラムがデフォルトの接続コンテキストにアクセスし、かつデフォルトのコンテ
キストが設定されていない場合、SQLJランタイムは接続を確立するために、デフォルトの
SQLJデータ・ソースを使用します。 デフォルトの SQLJデータ・ソースは、バインドされて
次の名前になります。

jdbc/defaultDataSource

このメカニズムでは、デフォルトの SQLJ接続コンテキストに対するデフォルトの JDBC接
続を定義し、インストールするための移植性のある方法を提供します。

DataSourceSupportの提供の提供の提供の提供
プログラムからデータソースを使用するには、javax.sql.*パッケージ、
javax.naming.*パッケージおよび Java環境では InitialContextプロバイダを提供す
る必要があります。 後者は、SQLJランタイムが DataSourceオブジェクトを検索できる
JNDIコンテキストを取得する際に必要となります。

通常、Java拡張クラスとともに JDK 1.2環境で、または J2EE環境で DataSourceを使用し
ます。 ただし、JDK 1.1.x下でも Java拡張クラスとともに DataSourceを使用することも可
能です。

すべての SQLJランタイム・ライブラリが DataSourceをサポートしています。 しかし、
runtime12ee.zipを使用する場合、CLASSPATH内に常に javax.sql.*および
javax.naming.*がなければ、ランタイムはロードされません。 反対に、runtime.zip、 
runtime11.zipおよび runtime12.zipといったその他のライブラリでは、DataSource
オブジェクトを取得するために reflectionを使用します。 

注意注意注意注意 : 確立する接続の自動コミット状態に留意してください。

� Oracleクラスを使用する場合、明示的に指定しない限り、自動コ
ミットはオフになります。

� DefaultContextまたは DriverManager形式のコンストラクタを
使用した接続コンテキストを使用する場合、自動コミット設定は、常
に明示的に指定する必要があります。

� DataSourceメカニズムを使用する場合、自動コミット設定は元の
DataSourceから継承されます。 ほとんどの環境では、DataSource
オブジェクトは JDBCに基づいており、自動コミット・オプションは
オンになっています。 予期せぬ動作を防ぐために、常に自動コミット
設定を確認してください。
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実行コンテキスト実行コンテキスト実行コンテキスト実行コンテキスト
実行コンテキストは sqlj.runtime.ExecutionContextクラスのインスタンスで、SQL
操作が実行されるコンテキストを提供します。実行コンテキスト・インスタンスは、SQLJ
アプリケーションの各 SQL操作に暗黙的にまたは明示的に対応付けられています。

ExecutionContextクラスには、実行制御、実行状態、実行取消しおよびバッチ更新操作
を行うメソッドが定義されています。これらのメソッドは、次の処理を行います。

� 特定の実行コンテキスト・インスタンスに対して、実行制御に関する操作を行うと、そ
のインスタンスを使用して実行された後続の SQL操作のセマンティクスが変更されま
す。

� 特定の実行コンテキスト・インスタンスに対して、実行状態に関する操作を行うと、そ
のインスタンスを使用して完了した最新の SQL操作の結果が示されます。

� 特定の実行コンテキスト・インスタンスに対して、実行取消しの操作を行うと、そのイ
ンスタンスを使用している SQL操作の実行が終了します。

� 特定の実行コンテキスト・インスタンスのバッチ更新操作では、バッチ更新の有効化 /
無効化、バッチ制限の設定および更新カウントの取得が行われます。 （バッチ更新の詳
細は、A-5ページの「バッチ更新機能」を参照してください。）

実行コンテキストと接続コンテキストとの関係実行コンテキストと接続コンテキストとの関係実行コンテキストと接続コンテキストとの関係実行コンテキストと接続コンテキストとの関係
各接続コンテキスト・インスタンスには、暗黙的にデフォルトの実行コンテキスト・インス
タンスが対応付けられています。このインスタンスを取得するには、接続コンテキスト・イ
ンスタンスの getExecutionContext()メソッドを使用します。 

1つの接続コンテキスト・インスタンスに必要な実行コンテキスト・インスタンスは、1つ
のみです。ただし、次の場合を除きます。

� 1つの接続コンテキスト・インスタンスで複数のスレッドを使用している場合

マルチスレッドを使用している場合は、各スレッドにその実行コンテキスト・インスタ
ンスが必要です。

� 同じコンテキスト・インスタンスを使用する複数の SQLJ文で、SQL実行制御の異なる
操作を指定する場合

注意注意注意注意 : 実行コンテキスト・クラスは 1つのみです。この点が、必要に応
じて追加クラスを宣言する接続コンテキスト・クラスと異なります。すべ
ての実行コンテキストは、ExecutionContextクラスのインスタンスで
す。接続コンテキストという言葉は宣言されたクラスを示し、実行コンテ
キストという言葉は ExecutionContextクラスのインスタンスを示しま
す。このマニュアルでは、接続コンテキスト・クラス、接続コンテキス
ト・インスタンスおよび実行コンテキスト・インスタンスを使い分けてい
ます。
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� 同じ接続コンテキスト・インスタンスを使用する複数の SQL操作から、異なる SQLの
状態情報を保持する場合

同じ実行コンテキスト・インスタンスを使用する一連の SQL操作を実行すると、各操
作からの状態情報によって前の操作からの状態情報が上書きされます。

実行コンテキスト・インスタンスは、接続コンテキスト・インスタンスに関連付けされてい
るように見える場合（各接続コンテキスト・インスタンスごとにデフォルトの実行コンテキ
スト・インスタンスがあり、特定の SQLJ文に対して、接続コンテキスト・インスタンスと
実行コンテキスト・インスタンスをともに指定できる場合）がありますが、実際には独立し
て操作しています。同じ接続コンテキスト・インスタンスを使用する文に、異なる実行コン
テキスト・インスタンスを使用できます。また、この逆も可能です。 

たとえば、マルチスレッドによって、スレッドごとに別の実行コンテキスト・インスタンス
を使用している場合、1つの接続コンテキスト・インスタンスで複数の実行コンテキスト・
インスタンスを使用すると便利です。また、シングル・スレッド方式のプログラムを使用
し、同じ SQL制御パラメータをすべての接続コンテキスト・インスタンスに適用する場合
は、1つの実行コンテキスト・インスタンスで複数の接続コンテキスト・インスタンスを使
用できます。 （SQL制御の設定は、7-17ページの「ExecutionContextメソッド」を参照して
ください。）

複数の実行コンテキスト・インスタンスを 1つの設定コンテキスト・インスタンスで使用す
るには、ExecutionContextクラスのインスタンスを追加し、SQLJ文で正しく指定する
必要があります。 

実行コンテキスト・インスタンスの作成と指定実行コンテキスト・インスタンスの作成と指定実行コンテキスト・インスタンスの作成と指定実行コンテキスト・インスタンスの作成と指定
デフォルト以外の実行コンテキスト・インスタンスを特定の接続コンテキスト・インスタン
スで使用するには、別の実行コンテキスト・インスタンスを作成する必要があります。
ExectionContextコンストラクタには、入力パラメータがありません。

ExecutionContext myExecCtx = new ExecutionContext();

次に、この実行コンテキスト・インスタンスを特定の SQLJ文で指定します。これは、接続
コンテキスト・インスタンスを指定する方法と同じです。通常、次の構文を使用します。

#sql [<conn_context><, ><exec_context>] { SQL operation };

たとえば、接続コンテキスト・クラスの MyConnCtxClassを宣言およびインスタンス化し
て、インスタンス myConnCtxを作成した場合は、次の文を使用します。

#sql [myConnCtx, myExecCtx] { DELETE FROM emp WHERE sal > 30000 };

myConnCtxに別の接続コンテキスト・インスタンスを使用したり、myExecCtxに別の実行
コンテキスト・インスタンスを使用したりできます。
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次のように、デフォルトの接続コンテキスト・インスタンスを使用して、実行コンテキス
ト・インスタンスを指定することも可能です。

#sql [myExecCtx] { DELETE FROM emp WHERE sal > 30000 };

実行コンテキストの同期実行コンテキストの同期実行コンテキストの同期実行コンテキストの同期
ExecutionContextメソッド（7-17ページの「ExecutionContextメソッド」を参照）は、
すべて synchronizedメソッドです。そのため、ある文がすでに使用されている実行コン
テキスト・インスタンスの使用を試みると（実際に使用するのは実行コンテキスト・インス
タンスのメソッド）、最初の文の処理が終了するまで次の文がブロックされます。

これについては、クライアント・アプリケーションでのマルチスレッド化の状況などが関係
します。別のスレッドで使用されている実行コンテキスト・インスタンスの使用を試みたス
レッドは、ブロックされます。

このようなブロックを避けるには、7-20ページの「SQLJでのマルチスレッド」で説明して
いるように、使用する各スレッドに対して、別の実行コンテキスト・インスタンスを指定す
る必要があります。

ただし、サーバーで起こる再帰的コールの場合は除きます。再帰的コールの場合、同じ実行
コンテキスト・インスタンスを複数の SQLJ文で同時に使用できます。たとえば、SQLJスト
アド・プロシージャ（またはストアド・ファンクション）に、別の SQLJストアド・プロ
シージャ（またはストアド・ファンクション）へのコールが含まれている場合などです。こ
の両方のストアド・プロシージャでデフォルトの実行コンテキスト・インスタンスが使用さ
れている場合、最初のプロシージャでコールされる SQLJ文でその実行コンテキストが使用
されている間も、2番目のプロシージャの SQLJ文でその実行コンテキストが使用されます。 
このように、同時に同じ実行コンテキストを使用することは可能です。詳細は、11-23ペー
ジの「サーバーでの再帰的 SQLJコール」を参照してください。

注意注意注意注意 : 

� 実行コンテキスト・インスタンスを指定しないで接続コンテキスト・
インスタンスを指定した場合は、その接続コンテキスト・インスタン
スのデフォルトの実行コンテキスト・インスタンスが使用されます。

� 接続コンテキスト・インスタンスを指定しないで実行コンテキスト・
インスタンスを指定した場合は、その実行コンテキスト・インスタン
スには、アプリケーションのデフォルトの接続コンテキスト・インス
タンスが使用されます。

� 接続コンテキスト・インスタンスと実行コンテキスト・インスタンス
の両方を指定しなかった場合は、SQLJではデフォルトの接続コンテ
キスト・インスタンスとデフォルトの実行コンテキスト・インスタン
スが使用されます。
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ExecutionContextメソッドメソッドメソッドメソッド
ここでは、ExecutionContextクラスのメソッドについて説明します。これらのメソッド
は、状態メソッド、制御メソッド、取消しメソッドおよびバッチ更新メソッドに分類できま
す。

状態メソッド状態メソッド状態メソッド状態メソッド
次に示す実行コンテキスト・インスタンスのメソッドを使用すると、そのインスタンスを使
用して完了した最新の SQL操作に関する状態情報を取得できます。

� getWarnings():  java.sql.SQLWarningオブジェクトを戻すメソッド。このオブ
ジェクトには、この実行コンテキスト・インスタンスを使用した最終の SQL操作から
通知された最初の警告が内包されています。警告は連鎖形式で戻されるので、最初の警
告を得るには実行コンテキスト・インスタンスの getWarnings()メソッドを使用し、
次の警告を得るには各 SQLWarningオブジェクトの getNextWarning()メソッドを
使用します。この警告の連鎖には、SQL操作の実行中に生成されたあらゆる警告が含ま
れています。

� getUpdateCount():  バッチ更新が有効化されている場合を除き、この実行コンテキ
スト・インスタンスを使用した最終の SQL操作での更新行数を示す int値を戻すメ
ソッド。最後の SQL操作が DML文以外なら、戻り値はゼロ（0）です。最後の SQL操
作でイテレータまたは結果セットが生成された場合は、定数 QUERY_COUNTを戻しま
す。実行が終了する前に最後の SQL操作が終了した場合は、定数 EXCEPTION_COUNT
を戻します。または、この実行コンテキスト・インスタンスを使用した操作が試みられ
ていない場合も、この定数を戻します。

バッチ可能なアプリケーションの場合、getUpdateCount()からの戻り値は、バッチ
関連の定数値（NEW_BATCH_COUNT、ADD_BATCH_COUNTまたは
EXEC_BATCH_COUNT）のいずれかに該当します。 詳細は、A-10ページの「実行コンテ
キストの更新カウント」を参照してください。 

制御メソッド制御メソッド制御メソッド制御メソッド
次に示す実行コンテキスト・インスタンスのメソッドを使用すると、そのインスタンスを使
用して実行される以降の SQL操作（まだ開始されていない操作）を制御できます。

� getMaxFieldSize():  この実行コンテキスト・インスタンスを使用した SQL操作から
戻される最大データ量（バイト単位）を示す int値を戻すメソッドです。（この値を変
更するには、setMaxFieldSize()メソッドを使用します。）このメソッドが適用され
るのは、BINARY、VARBINARY、LONGVARBINARY、CHAR、VARCHARあるいは
LONGVARCHAR型の列のみです。 

デフォルトでは、このパラメータは 0に設定されます。これは、サイズに上限がないこ
とを示します。

� setMaxFieldSize():  int値を入力パラメータとして取り、フィールド・サイズの上
限を変更するメソッド。
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� getMaxRows():  この実行コンテキスト・インスタンスを使用して作成された JDBC結
果セットまたは SQLJイテレータに格納できる最大行数を示す int値を戻すメソッド。 
setMaxRows()メソッドを使用して変更できます。上限を超えた場合、エラー・メッ
セージや警告は出力されずに、超えた分の行が削除されます。 

デフォルトでは、このパラメータは 0に設定されます。これは、行数に上限がないこと
を示します。

� setMaxRows():  int値を入力パラメータとして取り、最大行数を変更するメソッド。

� getQueryTimeout():  この実行コンテキスト・インスタンスを使用した SQL操作のタ
イムアウトの期限（秒単位）を示す int値を戻すメソッド。setQueryTimeout()メ
ソッドを使用して変更できます。SQL操作がこの期限を過ぎた場合、SQL例外が発生
します。 

デフォルトでは、このパラメータは 0に設定されます。これは、問合せにタイムアウト
の期限がないことを示します。

� setQueryTimeout():  int値を入力パラメータとして取り、問合せのタイムアウトの
期限を変更するメソッド。

� getFetchSize(): この ExecutionContextオブジェクトから生成されたイテレー
タ・オブジェクトに対して既存のフェッチ・サイズである行数を取得するメソッド。 こ
の ExecutionContextオブジェクトに、setFetchSize()をコールしてフェッチ・
サイズを設定する作業が行なわれていない場合、戻り値は 0となります。 
setFetchSize()メソッドをコールすることによって、この ExecutionContextオ
ブジェクトにより正のフェッチ・サイズが設定された場合、戻り値は
setFetchSize()で指定したフェッチ・サイズとなります。

� setFetchSize(): より多くの行が必要な場合にフェッチされる行数に関して、SQLJラ
ンタイムにヒントを与えるメソッド。 指定した行数は、この ExecutionContextオブ
ジェクトを使用して作成したイテレータにのみ影響します。 0を指定すると、実装に依
存したデフォルト値がフェッチ・サイズとして使用されます。

� getFetchDirection(): ExecutionContextオブジェクトから生成されたスクロー
ル可能なイテレータのデフォルトであるデータベース表からフェッチ行の方向を取得す
るメソッド。 この ExecutionContextオブジェクトに setFetchDirection()を
コールしてフェッチ方向を設定する作業が行なわれていない場合、戻り値は FETCH_
FORWARDとなります。

� setFetchDirection()：スクロール可能なイテレータ・オブジェクトの行が処理さ
れる方向に関して、SQLJランタイムにヒントを与えるメソッド。 ヒントは、この
ExecutionContextオブジェクトを使用して作成されるスクロール可能なイテレー
タ・オブジェクトにのみ適用されます。 デフォルト値は次のとおりです。

sqlj.runtime.ResultSetIterator.FETCH_FORWARD.

このメソッドは、与えられた方向が FETCH_FORWARD、FETCH_REVERSEまたは
FETCH_UNKNOWNのいずれかでない場合、SQLException発生させます。
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取消しメソッド取消しメソッド取消しメソッド取消しメソッド
マルチスレッド環境で SQL操作を取り消す場合や、バッチ更新が有効化されているときに
保留文を一括で取り消す場合には、次のメソッドを使用します。

� cancel():  マルチスレッド環境において、あるスレッドで実行中の SQL操作を取り消
すには、このメソッドを別のスレッドで操作します。このメソッドを使用すると、この
実行コンテキスト・インスタンスを使用して開始した未完了の最終操作が取り消されま
す。この実行コンテキスト・インスタンスを使用した実行中の文が存在しない場合、こ
のメソッドは機能しません。

バッチ可能な環境で保留文を一括で取り消すには、このメソッドを使用します。 バッチ
が空にされて、バッチ内の文は実行されません。既存のバッチを取り消した場合、次に
出現したバッチ可能な文は、新規のバッチに追加されます。 （詳細は A-9ページの
「バッチの取消し」 で説明しています。） 

バッチ更新メソッドバッチ更新メソッドバッチ更新メソッドバッチ更新メソッド
アプリケーションでパフォーマンス強化の機能を使用する場合は、次のメソッドを使用して
バッチ更新機能を制御します（これらのメソッドおよびバッチ更新機能全般の詳細は、A-5
ページの「バッチ更新機能」を参照してください）。

� setBatching():  バッチ更新を有効化するためのブール値を取るメソッド。 詳細は、
A-6ページの「バッチ更新機能の有効化 /無効化」を参照してください。

バッチ更新機能は、デフォルトでは無効になります。

� isBatching():   バッチ更新が有効かどうかを示すブール値を戻すメソッド（ただし、
その時点で保留バッチが存在するかどうかは、示されません）。

� getBatchLimit(): その時点でのバッチ制限を示す int値を戻すメソッド。バッチ制
限がある場合、一括されている文の数が上限に達したバッチは、暗黙的に実行されま
す。 詳細は、A-11ページの「バッチ制限の設定」を参照してください。

デフォルトのバッチ制限は、ExecutionContextクラスの static定数値
UNLIMITED_BATCH（バッチ制限なし）に設定されます。

� setBatchLimit():  現行のバッチ制限を設定するための入力として、0でない正の int
値を取るメソッド。入力可能な値としては、UNLIMITED_BATCH（制限なし）と、
AUTO_BATCH（バッチ制限は SQLJランタイムで動的に判定可能）の 2つがあります。

� executeBatch():  保留文を一括実行し、int型の更新カウントの配列を戻すメソッ
ド。この更新カウントの意味は、A-10ページの「実行コンテキストの更新カウント」
で解説します。 詳細は、A-7ページの「明示的暗黙的なバッチ実行」を参照してくださ
い。 エラー状態は、A-14ページの「バッチ実行中のエラー状態」を参照してください。

� getBatchUpdateCounts():  最後に実行されたバッチの更新カウントを示す int型の
配列を戻すメソッド。この更新カウントの意味は、A-10ページの「実行コンテキスト
の更新カウント」で解説します。このメソッドは、バッチを暗黙的に実行する場合に有
効です。
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例例例例 : ExecutionContextメソッドの使用方法メソッドの使用方法メソッドの使用方法メソッドの使用方法
次のコードは、ExecutionContextメソッドの使用方法の一例です。

ExecutionContext execCtx =
   DefaultContext.getDefaultContext().getExecutionContext();

// Wait only 3 seconds for operations to complete
execCtx.setQueryTimeout(3);

// delete using execution context of default connection context
#sql { DELETE FROM emp WHERE sal > 10000 };

System.out.println
     ("removed " + execCtx.getUpdateCount() + " employees");

実行コンテキストとマルチスレッドの関係実行コンテキストとマルチスレッドの関係実行コンテキストとマルチスレッドの関係実行コンテキストとマルチスレッドの関係
1つの実行コンテキストで複数のスレッドを使用しないでください。複数のスレッドを使用
した場合に、2つの SQLJ文で同じ実行コンテキストが同時に使用されると、最初の文の処
理が完了するまで 2番目の文がブロックされます。また、最初の操作からの状態情報が、そ
の情報が取り出される前に上書きされることがあります。

そのため、1つの接続コンテキスト・インスタンスで複数のスレッドを使用している場合は、
次の手順で操作を行ってください。

1. スレッドごとに一意の実行コンテキスト・インスタンスをインスタンス化します。 

2. #sql文で実行コンテキストを指定し、各スレッドで該当の実行コンテキストを使用す
るようにします（前述の「実行コンテキストの指定」を参照してください）。

スレッドごとに別の接続コンテキスト・インスタンスを使用している場合、実行コンテキス
ト・インスタンスをインスタンス化して、指定する必要はありません。接続コンテキスト・
インスタンスごとに、そのインスタンスに対するデフォルトの実行コンテキスト・インスタ
ンスが暗黙的に対応付けられているためです。

マルチスレッドの詳細は、7-20ページの「SQLJでのマルチスレッド」を参照してください。

SQLJでのマルチスレッドでのマルチスレッドでのマルチスレッドでのマルチスレッド
ここでは、SQLJのサポート、マルチスレッドの要件、マルチスレッドと実行コンテキスト・
インスタンスとの関係について説明します。 

SQLJを使用して、マルチスレッド・アプリケーションを記述できます。ただし、SQLJアプ
リケーションでマルチスレッドを使用すると、JDBCドライバまたは専用のデータベース・
アクセス用のデバイスになんらかの制限が発生します。この制限には、同期に関する制限も
含まれています。
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スレッドごとに異なる実行コンテキスト・インスタンスを使用してください。それには、次
の 2通りの方法があります。

� SQLJ文に接続コンテキスト・インスタンスを指定し、スレッドごとに異なる接続コン
テキスト・インスタンスが使用されるようにします。接続コンテキスト・インスタンス
ごとに、デフォルトの実行コンテキスト・インスタンスが自動的に対応付けられます。

� 同じ接続コンテキスト・インスタンスで複数のスレッドを使用している場合は、実行コ
ンテキスト・インスタンスを追加して宣言します。次に、スレッドごとに異なる実行コ
ンテキスト・インスタンスが使用されるように、SQLJ文で実行コンテキスト・インス
タンスを指定します。 

SQLJ文で接続コンテキスト・インスタンスと実行コンテキスト・インスタンスを指定する
方法については、3-10ページの「接続コンテキスト・インスタンスと実行コンテキスト・イ
ンスタンスの指定」を参照してください。

いずれかの Oracle JDBCドライバを使用している場合は、必要に応じて、同じ接続コンテキ
スト・インスタンスを複数のスレッドで使用できます。（ただし、異なる実行コンテキスト・
インスタンスが指定されていることが必要です。）また、ユーザーが直接確認できるような
同期は必要ありません。ただし、データベースには一度に 1つのスレッドしかアクセスでき
ません。（同期とは、スレッドをとおして実行される SQL操作の各実行段階の制御の流れを
示します。たとえば、各文では入力パラメータがバインドされて、文が実行されます。その
後で、出力パラメータがバインドされます。一部の JDBCドライバでは、これらの処理段階
が混同されないように注意する必要があります。）

あるスレッドが、別の操作で使用されている実行コンテキストを使用する SQL操作を実行
すると、現行の操作が完了するまでスレッドがブロックされます。実行コンテキストが 2つ
のスレッド間で共有されている場合、一方のスレッドで実行された SQL操作の結果は、も
う一方のスレッドで認識できます。両方のスレッドが SQL操作を実行している場合、競合
状態が発生する可能性があります。つまり、一方のスレッドが元の結果を処理する前に、そ
のスレッドの実行結果がもう一方のスレッドの実行結果で上書きされる場合があります。こ
のため、複数のスレッドが同じ実行コンテキスト・インスタンスを共有することは不可能で
す。

マルチスレッドのサンプル・アプリケーションについては、12-53ページの「マルチスレッ
ド : MultiThreadDemo.sqlj」を参照してください。
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イテレータ・クラスの実装と高度な機能イテレータ・クラスの実装と高度な機能イテレータ・クラスの実装と高度な機能イテレータ・クラスの実装と高度な機能
ここでは、イテレータ・クラスの実装方法について説明します。また、3-34ページの「名前
指定イテレータの使用方法」と 3-38ページの「位置指定イテレータの使用」で説明した基本
メソッドの他に、これらのクラスで提供される上級機能について取り上げます。

イテレータ・クラスの実装と機能イテレータ・クラスの実装と機能イテレータ・クラスの実装と機能イテレータ・クラスの実装と機能
名前指定イテレータ・クラスを宣言すると、SQLJトランスレータによって生成され、
sqlj.runtime.NamedIteratorインタフェースが実装されます。NamedIteratorイン
タフェースを実装したクラスでは、位置指定ではなく名前指定によって、イテレータ列が
データベース列にマッピングされます。

位置指定イテレータ・クラスを宣言すると、SQLJトランスレータによって生成され、
sqlj.runtime.PositionedIteratorインタフェースが実装されます。
PositionedIteratorインタフェースを実装したクラスでは、名前指定ではなく位置指定
によって、イテレータ列がデータベース列にマッピングされます。

NamedIteratorインタフェースと PositionedIteratorインタフェースの両方、そして
すべての生成された SQLJイテレータ・クラスは、sqlj.runtime.ResultSetIterator
インタフェースを実装または拡張します。

すべての SQLJイテレータ（名前指定イテレータと位置指定イテレータの両方）では、
ResultSetIteratorインタフェースで次のメソッドが指定されます。

� close():  イテレータを終了するメソッド

� getResultSet():  基になる JDBC結果セットをイテレータから抽出するメソッド

� isClosed():  イテレータが終了しているかどうかを判定するメソッド

� next():  イテレータの次の行に移動するためのメソッド

PositionedIteratorインタフェースは、次のメソッドを位置指定イテレータに追加しま
す。

� endFetch():  位置指定イテレータの最後の行に到達したかどうかを判定するメソッド

3-34ページの「名前指定イテレータの使用方法」で説明したように、next()メソッドを使
用して名前指定イテレータの行を移動し、アクセッサ・メソッドでデータを取得します。
SQLJ生成の名前指定イテレータ・クラスは、各イテレータ列のアクセッサ・メソッドを定
義します。その場合、各メソッドの名前は対応する列名と同じになります。たとえば、
name列を宣言すると、name()メソッドが生成されます。

3-38ページの「位置指定イテレータの使用」で説明したように、FETCH INTO文と
endFetch()メソッドを使用して、位置指定イテレータの行を移動し、データを取得しま
す。FETCH INTO文を使用すると、next()メソッドが暗黙的にコールされます。そのた
め、位置指定イテレータの next()メソッドが明示的に使用されることはありません。この
FETCH INTO文では、イテレータ列番号に従って名前付けされたアクセッサ・メソッドも暗
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黙的にコールされます。SQLJ生成の位置指定イテレータ・クラスは、各イテレータ列のア
クセッサ・メソッドを定義します。その場合、各メソッドの名前は列の位置を示します。

close()メソッドを使用して、操作の終了したイテレータを終了します。 

getResultSet()メソッドは、SQLJと JDBCの連係動作の中心となるメソッドです。詳細
は、7-36ページの「SQLJイテレータと JDBC結果セットの連係動作」を参照してください。

イテレータ宣言でのイテレータ宣言でのイテレータ宣言でのイテレータ宣言での IMPLEMENTS句の使用句の使用句の使用句の使用
イテレータ宣言でインタフェースを実装すると役立つ場合があります。 その詳細と構文につ
いては、3-4ページの「宣言 IMPLEMENTS句」を参照してください。

たとえば、イテレータ・クラスがあり、そのクラスで 1つ以上の列へのアクセスを制限する
とします。 3-34ページの「名前指定イテレータの使用方法」で説明したように、SQLJで生成
された名前指定イテレータ・クラスには、イテレータの各列にアクセッサ・メソッドがあり
ます。特定の列へのアクセスを制限する場合は、アクセッサ・メソッドのサブセットのみで
インタフェースを作成します。そして、イテレータ・クラス型のインスタンスを公開せず
に、インタフェース型のインスタンスをユーザーに公開します。

たとえば、従業員データの名前指定イテレータを作成し、それに ENAME（従業員名）、
EMPNO（従業員番号）および SAL（給与）の各列を定義するとします。その場合、次のよう
に指定します。

#sql iterator EmpIter (String ename, int empno, float sal);

この文を実行すると、ename()、empno()および sal()の各アクセッサ・メソッドが定義
されたクラス EmpIterが生成されます。 

SAL列にアクセスできないようにするとします。 ename()メソッドおよび empno()メソッ
ドはあるが、sal()メソッドはないインタフェース EmpIterIntfcを作成できます。 前述
の宣言のかわりに、次のイテレータ宣言の使用も可能です（EmpIterIntfcがパッケージ
mypackage内にあると想定します）。

#sql iterator EmpIter implements mypackage.EmpIterIntfc 
     (String emame, int empno, float sal);

EmpIterIntfcインスタンスからしかユーザーがデータにアクセスできないようにアプリ
ケーションをコーティングすると、SAL列にはアクセスできなくなります。

注意注意注意注意 : ResultSetIteratorオブジェクトは、緩い型指定のイテレータ
として直接使用できます。ただし、このオブジェクトを JDBC結果セット
にトランスレーションすることのみを目的とし、名前指定イテレータや位
置指定イテレータとしての機能が必要のない場合に限ります。 詳細は、
7-38ページの「緩い型指定のイテレータ（ResultSetIterator）の使用と変
換」を参照してください。
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イテレータ・クラスのサブクラス化イテレータ・クラスのサブクラス化イテレータ・クラスのサブクラス化イテレータ・クラスのサブクラス化
SQLJは、イテレータ・クラスのサブクラス化機能をサポートしています。このサブクラス
化は、問合せおよび問合せの結果へ追加できる機能なので、非常に便利です。 具体的な例に
ついては、12-61ページの「イテレータのサブクラス化 : SubclassIterDemo.sqlj」を参照して
ください。この例では、イテレータ・サブクラスで問合せの行を個々のオブジェクトとして
扱い、各行を Javaベクターに書き込む場合を示してあります。 

イテレータ・サブクラスに関する主要な要件の１つは、sqlj.runtime.RTResultSetイ
ンスタンスを入力として取る publicコンストラクタを宣言することです。SQLJランタイム
では、問合せ結果をサブクラスのインスタンスに割り当てる際にこのコンストラクタがコー
ルされるためです。しかしもっと重要なのは、必要な機能を指定することです。

元のイテレータ・クラス（使用するサブクラスのスーパークラス）の機能を使用することも
可能です。たとえば、各問合せ結果の中で次に進むときは、super.next()メソッドを
コールすることも可能です。

スクロール可能なイテレータスクロール可能なイテレータスクロール可能なイテレータスクロール可能なイテレータ
スクロール可能な JDBC ResultSetの JDBC 2.0仕様にならって、SQLJの ISO規格はスク
ロール可能なイテレータのサポートを採用しています。 

スクロール可能なイテレータの宣言スクロール可能なイテレータの宣言スクロール可能なイテレータの宣言スクロール可能なイテレータの宣言
イテレータをスクロール可能として設定するには、イテレータの宣言に次の句を追加しま
す。

implements sqlj.runtime.Scrollable

この場合、SQLJトランスレータによりスクロール可能なインタフェースを実装したイテ
レータが生成されます。 次の宣言により名前指定のスクロール可能なイテレータが宣言され
ます。 

#sql public static MyScrIter implements sqlj.runtime.Scrollable
                             (String ename, int empno);

SQLJトランスレータにより MyScrIterクラスに対して生成されたコードは、スクロール
可能なインタフェースのすべてのメソッドを自動的にサポートします。 次に、名前指定のス
クロール可能なイテレータのみでなく、位置指定でも使用できるこれらのスクロール可能な
メソッドについて説明します。

スクロール可能なインタフェーススクロール可能なインタフェーススクロール可能なインタフェーススクロール可能なインタフェース
スクロール可能なインタフェースのフェッチ方向についてのヒントを提供します。 次のメ
ソッドは、実行コンテキスト上のみでなくスクロール可能なイテレータ上でも定義されま
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す。 スクロール可能なイテレータを作成する際にデフォルトの方向を提供するため、
ExecutionContextを使用します。

� getFetchDirection()：データベース表からフェッチする行の方向を取得するメ
ソッド。

� setFetchDirection(int)：行が処理される方向に関して、SQLJランタイムにヒント
を与えるメソッド。 方向は、sqlj.runtime.ResultSetIterator.FETCH_FORWARD、
FETCH_REVERSEまたは FETCH_UNKNOWNのいずれかである必要があります。

ExecutionContextで方向に対する値を指定しない場合、FETCH_FORWARDがデフォ
ルトとして使用されます。

スクロール可能なイテレータ上には様々な述語もあります。 これらすべてのメソッドは、イ
テレータの基となる結果セットに行が含まれない場合は常に falseを戻します。

� isBeforeFirst()：イテレータ・オブジェクトが結果セットの最初の行の前にあるか
どうかを識別するメソッド。 

� isFirst()：イテレータ・オブジェクトが結果セットの最初の行にあるかどうかを識
別するメソッド。

� isLast()：イテレータ・オブジェクトが結果セットの最後の行にあるかどうかを識別
するメソッド。 メソッド isLast()をコールすると、負荷がかかる場合があります。こ
れは、SQLJドライバで現在の行が結果セットの最終行であるかどうかを判別するため、
1つ先の行をフェッチする必要があるためです。

� isAfterLast()：イテレータ・オブジェクトが結果セットの最後の行より後にあるか
どうかを識別するメソッド。

スクロール可能な名前指定イテレータスクロール可能な名前指定イテレータスクロール可能な名前指定イテレータスクロール可能な名前指定イテレータ
名前指定イテレータは、結果セットの行を移動するため、移動メソッドを使用します。 スク
ロールしないイテレータは、移動用に next()ファンクションのみを保有しています。 スク
ロール可能なイテレータのほとんどの移動メソッドは、結果セットの実際の行上にイテレー
タを配置しようとする際に、next()と似た働きをします。 イテレータが有効な行に配置さ
れた場合は trueを、そうでない場合は falseを戻します。 また、イテレータ・オブジェク
トを結果セットの最初の行より前、または最後の行より後に配置する場合は、それぞれ最初
の行より前、または最後の行の後にイテレータを置きます。 

� previous()：結果セットの以前の行にイテレータ・オブジェクトを移動するメソッ
ド。

� first(): 結果セットの最初の行にイテレータ・オブジェクトを移動するメソッド。

� last(): 結果セットの最終行にイテレータ・オブジェクトを移動するメソッド。

� absolute(int): 結果セットの指定された行番号にイテレータ・オブジェクトを移動す
るメソッド。  最初の行は 1、2番目の行は 2というように数えられます。行番号がマイ
ナスの場合、イテレータ・オブジェクトは結果セットの最終行に対しての絶対行位置に
移動します。 たとえば、absolute(-1)をコールすると、イテレータ・オブジェクトは
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最終行に配置され、absolute(-2)をコールすると最後から 2番目の行に配置される
ことになります。

� relative(int): プラスまたはマイナスのいずれかの相対行番号へイテレータ・オブ
ジェクトを移動するメソッド。 relative(0)のコールは有効ですが、イテレータ・オ
ブジェクトの位置は変わりません。 

メソッド beforeFirst() およびメソッド afterLast()は、イテレータ・オブジェクト
を結果セット上の実際の行に配置しないため、voidを戻します。

� afterLast(): 結果セットの最後、つまり最終行のすぐ後にイテレータ・オブジェクト
を移動するメソッド。 結果セットに行がない場合は、機能しません。

� beforeFirst(): 結果セットの冒頭、つまり最初の行のすぐ前にイテレータ・オブジェ
クトを移動するメソッド。 結果セットに行がない場合は、機能しません。

スクロール可能な位置指定イテレータスクロール可能な位置指定イテレータスクロール可能な位置指定イテレータスクロール可能な位置指定イテレータ
位置指定イテレータに対する FETCH構文は、説明済みです。次にその例を示します。

#sql { FETCH :iter INTO :x, :y, :z };

これは、実際には次の構文の省略バージョンです。

#sql { FETCH NEXT FROM :iter INTO :x, :y, :z  };

これにより、結果セット以前の行、最初の行、相対行、最終行へ移動するパターンが容易に
わかります。 （ただし、移動メソッドがモデル化された後の JDBC 2.0では previous()が
使用される一方で、SQLを基本とした FETCHでは PRIORが採用されています。 この矛盾を
忘れた場合でも、SQLJトランスレータでは FETCH PREVIOUSも受け入れられます。）  この
ような構文を作成した場合、FETCHが有効な行へ移動できずに値を取得することに失敗した
場合でも、iter.endFetch()は常に trueを戻します。

#sql { FETCH PRIOR FROM :iter INTO :x, :y, :z  };
#sql { FETCH FIRST FROM :iter INTO :x, :y, :z  };
#sql { FETCH LAST FROM :iter INTO :x, :y, :z  };

最後に、絶対移動および相対移動に数値を渡す構文もあります、 前述のように、FETCHが有
効な行への移動や値の取得に失敗した場合でも、iter.endFetch()は trueを戻します。

#sql { FETCH ABSOLUTE :n FROM :iter INTO :x, :y, :z  };
#sql { FETCH RELATIVE :n FROM :iter INTO :x, :y, :z  };

ホスト式を使用する必要があります。数値に対して定数のみを使用することはできません。 
次の構文ではなく、

#sql { FETCH RELATIVE :n FROM :iter INTO :x, :y, :z  };
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そのかわりに、次のように作成する必要があります。

#sql { FETCH RELATIVE 0 FROM :iter INTO :x, :y, :z };

イテレータが有効な行にある場合はこのコマンドはイテレータの位置を変更しません。変数
に代入します。

JDBC ResultSetsからからからから SQLJイテレータまでイテレータまでイテレータまでイテレータまで : FETCH CURRENT構文構文構文構文
最後の方法は、既存の JDBCプログラムをできるだけ修正せずに SQLJで書き換えたい場合
に実際に使用できます。

JDBC ResultSetでは、next()、previous()、absolute()などの移動メソッドのみを使
用します。 名前指定イテレータを使用して SQLJ内でこれを迅速にモデル化できます。 ただ
し、このためには、SQL結果セットのすべての列に適切な名前が必要です。実際は結果の多
くの（すべてではないにしても）列でエイリアス名が必要となります。 この方法は、問合せ
テキストを加工しないでおく場合は、使用できません。

その他の方法としては、結果セットに対して位置指定イテレータ型を定義します。 問合せ
ソースは変更されません。 ただし、このアプローチでは、プログラムのコントロールフ
ロー・ロジックを変更する必要があります。 次の JDBCコードのサンプルをご参照ください。

ResultSet rs = ... // execute ...query...;
while (rs.next()) {
   x := rs.getXxx(1); y:=rs.getXxx(2);
   ...process...
}

これで、次の行を SQLJに変換します。

Iterator ri;
#sql it = { ...query... };
while(true) {
   #sql { FETCH :it INTO :x, :y };
   if (it.endFetch()) break;
   ...process...
}

スクロール可能なイテレータ上での任意の移動を想定した場合、プログラム・ロジックへの
変換はより負担がかかることになります。 位置指定イテレータは名前指定イテレータの移動
コマンドをすべて実装しているため、これを利用し、イテレータから変数を代入させるため
に RELATIVE :(0)を使用できます。

Iterator it;
#sql it = { ...query... };
while (it.next()) {
   #sql { FETCH RELATIVE :(0) FROM :it INTO :x, :y };
   ...process...
}
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これで、元の問合せおよび元のプログラム・ロジックをそのまま利用できます。 ただし、こ
のアプローチには 1つ欠点があります。 イテレータ型 Iteratorは、このプロパティが実際
に必要でない場合でも、スクロール可能である必要があります。 これに対処するため、
Oracle SQLJには次の構文拡張機能がついています。

#sql { FETCH CURRENT FROM :iter INTO :x, :y, :z  };

これで、スクロールしないイテレータのみでなくスクロール可能なイテレータに対しても
JDBCの例を SQLJに書き換えられます。

AnyIterator ai;
#sql ai = { ...query... };
while (ai.next()) {
   #sql { FETCH CURRENT FROM :ai INTO :x, :y };
   ...process...
}

詳細なトランザクション制御詳細なトランザクション制御詳細なトランザクション制御詳細なトランザクション制御
SQLJでは、SQL SET TRANSACTION文がサポートされています。この文を使用すると、ト
ランザクションのアクセス・モードと分離レベルを指定できます。標準 SQLJでは、READ 
ONLYおよび READ WRITEアクセス・モード設定がサポートされています。ただし、READ 
ONLYは、Oracle JDBCではサポートされません。（アクセス権を設定すると、アクセス・
モードと同じ効果が得られます。）分離レベルとしては、SERIALIZABLE、READ 
COMMITTED、READ UNCOMMITTEDまたは REPEATABLE READを設定できます。ただし、
Oracle SQLでは、READ UNCOMMITTEDまたは REPEATABLE READはサポートされていま
せん。

READ WRITEは、標準 SQLと Oracle SQLのデフォルトのアクセス・モードです。

READ COMMITTEDは Oracle SQLでのデフォルトの分離レベルであり、SERIALIZABLEは
標準 SQLでのデフォルトの分離レベルです。

次に、アクセス・モードと分離レベルについて簡単に説明します。詳細は、『Oracle8i SQL 
リファレンス』を参照してください。また、標準 SQLのマニュアルも参照してください。

トランザクションの概要と、COMMITや ROLLBACKなどの基本的なトランザクション制御操
作に対する SQLJサポートについては、4-26ページの「基本的なトランザクション制御」を
参照してください。

SET TRANSACTION構文構文構文構文
SQLJでは、SET TRANSACTION文の構文は次のようになります。

#sql { SET TRANSACTION <access_mode>, <ISOLATION LEVEL isolation_level> };

この文に接続コンテキスト・インスタンスを指定しなかった場合は、デフォルトの接続が適
用されます。
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SET TRANSACTIONを使用する場合、それが DML文の前に定義され、トランザクション内
で最初の文であることが必要です。つまり、データベースへの接続、あるいは最新の
COMMITまたは ROLLBACK以降、最初の文であることが必要です。

標準 SQLJで設定したアクセス・モードや分離レベルは、以降のトランザクション開始時に
明示的にリセットしない限り、トランザクション全体にわたって有効のままになっていま
す。 

標準 SQLJ SET TRANSACTION文では、最初に分離レベルを指定できます。または、アクセ
ス・モードのみ、あるいは分離レベルのみの指定も可能です。たとえば、次のように指定し
ます。

#sql { SET TRANSACTION READ WRITE };

#sql { SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE };

#sql { SET TRANSACTION READ WRITE, ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE };

#sql { SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED, READ WRITE };

SET TRANSACTION文には、デフォルト接続を適用することも、特定の接続コンテキスト・
インスタンスも指定できます。

#sql [myCtxt] { SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE };

SQLJでは、1つの SET TRANSACTION文に、アクセス・モードと分離レベルの両方を設定
できます。これは、Server Managerや SQL*Plusなどの他の Oracle SQL Toolsには適用
されません。Oracle SQL Toolsでは、1つの文にアクセス・モードと分離レベルのいずれか
しか設定できません。

アクセス・モードの設定アクセス・モードの設定アクセス・モードの設定アクセス・モードの設定
READ WRITEと READ ONLYの各アクセス・モード設定（サポートされている場合）の機能
は次のとおりです。

� READ WRITE（デフォルト）:  READ WRITEトランザクションでは、ユーザーがデータ
ベースを更新できます。SELECT、INSERT、UPDATEおよび DELETEのすべてを実行で
きます。

� READ ONLY（Oracle JDBCではサポートされていません）:  READ ONLYトランザク
ションの場合、データベースの更新はユーザーに許可されていません。SELECTは実行
できますが、INSERT、UPDATE、DELETEおよび SELECT FOR UPDATEは実行できま
せん。
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分離レベルの設定分離レベルの設定分離レベルの設定分離レベルの設定
READ COMMITTED、SERIALIZABLE、READ UNCOMMITTEDおよび REPEATABLE READの
各分離レベルには（サポートされている場合）、次の機能があります。

� READ UNCOMMITTED（Oracle8iではサポートされていません）:  dirty read、
non-repeatable read、phantom readのすべてが許可されます。dirty read、
non-repeatable read、phantom readについては、後述を参照してください。

� READ COMMITTED（Oracle8iではデフォルト）:  dirty readは許可されませんが、
non-repeatable readと phantom readは許可されます。トランザクションに、他のトラ
ンザクションで行をロックする DML文が含まれている場合、そのトランザクションで
必要な行のロックが他のトランザクションによって解除されるまで、文がブロックされ
ます。

� REPEATABLE READ（Oracle8iではサポートされていません）:  dirty readと
non-repeatable readは許可されませんが、phantom readは許可されます。

� SERIALIZABLE:  dirty read、non-repeatable read、phantom readのすべてが許可され
ません。トランザクション内の DML文では、トランザクション開始後に変更がコミッ
トされたリソースを更新できません。そのような DML文は、失敗します。

dirty readは、トランザクション Bがトランザクション Aによって更新された行にアクセス
し、その後でトランザクション Aがその更新をロールバックした場合に起こります。その結
果、トランザクション Bは、実際にはデータベースにコミットされていないデータを扱って
いることになります。

non-repeatable readは、トランザクション Aが行を取得し、次にトランザクション Bがそ
の行を更新し、その後でトランザクション Aが同じ行を再度取得した場合に起こります。ト
ランザクション Aは同じ行を 2回取得しますが、取得した内容が異なります。

phantom readは、トランザクション Aが特定の条件を満たす行のセットを取得し、次にト
ランザクション Aの条件を満たす行をトランザクション Bが挿入または更新し、その後で
トランザクション Aが条件に基づいて行を取得した場合に起こります。トランザクション A
は追加された行を扱っていることになります。その行を phantomと呼びます。

4つの分離レベルは、次の順で移行します。

SERIALIZABLE > REPEATABLE READ > READ COMMITTED > READ UNCOMMITTED

たとえば、Oracleデータベースを使用しているために、REPEATABLE READや READ 
UNCOMMITTEDを設定できない場合、上位の（1つ右の）分離レベルを設定して、必要な分
離レベルがカバーされるようにします。
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JDBC接続クラスのメソッドの使用接続クラスのメソッドの使用接続クラスのメソッドの使用接続クラスのメソッドの使用
必要に応じて、接続コンテキスト・インスタンスの基になる JDBC接続インスタンスのメ
ソッドを使用して、トランザクションのアクセス・モードと分離レベルにアクセスし、それ
らを設定できます。ただし、これらの JDBCメソッドを使用した SQLJコードは、移植性が
高くないので、お薦めしません。

次は、アクセス・モードと分離レベルを設定する Connectionクラスのメソッドです。

� public abstract int getTransactionIsolation():  カレント・トランザク
ションの分離レベルを示す、次のいずれかの定数の値を戻すメソッド
TRANSACTION_NONE
TRANSACTION_READ_COMMITTED
TRANSACTION_SERIALIZABLE
TRANSACTION_READ_UNCOMMITTED
TRANSACTION_REPEATABLE_READ

� public abstract void setTransactionIsolation(int):  前述のいずれかの定
数を入力パラメータとして取り、トランザクションの分離レベルを設定するメソッド

� public abstract boolean isReadOnly():  トランザクションが READ ONLYの場
合は trueを戻し、READ WRITEの場合は falseを戻すメソッド

� public abstract void setReadOnly(boolean):  trueが入力された場合は、ト
ランザクションのアクセス・モードを READ ONLYに設定し、falseが入力された場合
は READ WRITEに設定するメソッド

SQLJとととと JDBCの連係動作の連係動作の連係動作の連係動作
1-2ページの「SQLJについて」で説明したように、静的 SQL操作には SQLJ文を使用できま
すが、動的 SQL操作には使用できません。SQLJ文でなく JDBC文を使用すると、動的 SQL
操作に対応できます。つまり、アプリケーションでの SQL操作で静的および動的の両方が
必要な場合にも対応します。SQLJでは、SQLJ文と JDBC文を同時に使用すると、SQLJ構
文と JDBC構文を連係できます。 

SQLJと JDBC間のトランザクションでは、次の 2つが特に有用です。

� SQLJ接続コンテキストと JDBC接続間のトランザクション

� SQLJイテレータと JDBC結果セット間のトランザクション

JDBCの機能については、『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。
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SQLJ接続コンテキストと接続コンテキストと接続コンテキストと接続コンテキストと JDBC接続の連係動作接続の連係動作接続の連係動作接続の連係動作
SQLJでは、SQLJ接続コンテキスト・インスタンスから JDBC接続インスタンスに変換する
ことも、その逆に変換することも可能です。 

接続コンテキストから接続コンテキストから接続コンテキストから接続コンテキストから JDBC接続への変換接続への変換接続への変換接続への変換
SQLJで確立したデータベース接続を介して動的 SQL操作（たとえば、選択する表の名前が
実行時まで決定されない操作）を実行する場合は、SQLJ接続コンテキスト・インスタンス
を JDBC接続インスタンスに変換する必要があります。

SQLJアプリケーションの接続コンテキスト・インスタンスには、
sqlj.runtime.ref.DefaultContextクラスのインスタンスの場合も、宣言済みの接続
コンテキスト・クラスのインスタンスの場合も、基になる JDBC接続インスタンスとその
JDBC接続インスタンスを戻す getConnection()メソッドが含まれています。動的 SQL
操作を実行する場合は、JDBC接続インスタンスを使用して JDBC Statementオブジェクトを
作成します。

次は、getConnection()メソッドの使用方法の例です。

インポートは、次のように指定します。

import java.sql.*;

実行可能コードを示します。

DefaultContext ctx = new DefaultContext 
         ("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl", "scott", "tiger", true);
...
(static operations through SQLJ ctx connection context instance)
...
Connection conn = ctx.getConnection();
...
(dynamic operations through JDBC conn connection instance)
...

（接続コンテキスト・インスタンスは、DefaultContextクラスのインスタンスでも、宣言
した任意の接続コンテキスト・クラスのインスタンスでもかまいません。）

デフォルトの SQLJ接続の基になる JDBC接続を取得する場合は、getConnection()を
DefaultContext.getDefaultContext()コールから直接使用します。その場合、
getDefaultContext()は、デフォルトの接続として初期化した DefaultContextイン
スタンスを戻します。一方、この getConnection()は、その基になる JDBC接続インス
タンスを戻しています。その場合、DefaultContextインスタンスを明示的に使用する必

注意注意注意注意 : SQLJ接続コンテキストと JDBC接続間で変換する場合、この 2つ
のオブジェクトは同じ物理データベースを共有していることに注意してく
ださい。 7-34ページの「共有接続について」を参照してください。
7-32  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス



SQLJと JDBCの連係動作
要はないので、Oracle.connect()メソッドも使用できます。このメソッドは、暗黙的に
インスタンスを生成し、それをデフォルトの接続にします。 

 （接続コンテキスト・インスタンスとデフォルトの接続の基本事項については、4-8ページ
の「接続の際の考慮事項」を参照してください。 Oracle.connect()の詳細は、4-14ペー
ジの「Oracleクラスについて」を参照してください。）

次に、その例を示します。

インポートは、次のように指定します。

import java.sql.*;

実行可能コードを示します。

...
Connection conn = Oracle.connect(
     "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl", "scott", "tiger").getConnection();
...
(dynamic operations through JDBC conn connection instance)
...

例例例例 : 動的動的動的動的 SQLに対するに対するに対するに対する JDBCとととと SQLJ接続の連係動作接続の連係動作接続の連係動作接続の連係動作  次は、デフォルトの SQLJ接続コンテ
キスト・インスタンスの基になる JDBC接続インスタンスを使用して、動的 SQL操作を実
行するメソッドの例です。動的操作は、JDBC java.sql.Connection、
java.sql.PreparedStatementおよび java.sql.ResultSetの各オブジェクトを使用
して実行されます。（このような JDBCプログラミングの基本事項については、『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。）

import java.sql.*;

public static void projectsDue(boolean dueThisMonth) throws SQLException {

   // Get JDBC connection from previously initialized SQLJ DefaultContext.
   Connection conn = DefaultContext.getDefaultContext().getConnection();

   String query = "SELECT name, start_date + duration " +
                  "FROM projects WHERE start_date + duration >= sysdate";
   if (dueThisMonth)
      query += " AND to_char(start_date + duration, 'fmMonth') " +
               " = to_char(sysdate, 'fmMonth') ";

   PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(query);
   ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
   while (rs.next()) {
      System.out.println("Project: " + rs.getString(1) + " Deadline: " +
                         rs.getDate(2));
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   }
   rs.close();
   pstmt.close();
}

JDBC接続から接続コンテキストへの変換接続から接続コンテキストへの変換接続から接続コンテキストへの変換接続から接続コンテキストへの変換
JDBC Connectionまたは OracleConnectionインスタンスとして接続を開始した後で、
それを SQLJ接続コンテキスト・インスタンスとして使用する場合（たとえば、コンテキス
ト式でこのインスタンスを使用して、SQLJ実行文で使用する接続を指定する場合）は、
JDBC接続インスタンスを SQLJ接続コンテキスト・インスタンスに変換します。

DefaultContextクラスとすべての宣言済みの接続コンテキスト・クラスに定義されたコ
ンストラクタは、JDBC接続インスタンスを入力パラメータとして取り、SQLJ接続コンテキ
スト・インスタンスを生成します。

たとえば、JDBC接続インスタンス connをインスタンス化し、定義したとします。そして、
宣言済みの SQLJ接続コンテキスト・クラスである MyContextのインスタンスに、同じ接
続を使用するとします。その場合は、次のように指定します。

...
#sql context MyContext;
...
MyContext myctx = new MyContext(conn);
...

共有接続について共有接続について共有接続について共有接続について
SQLJ接続コンテキスト・インスタンスとそれに関連付けされた JDBC接続インスタンスは、
同一の、基になるデータベース接続を共有します。そのため、次の状況が発生します。

� 接続コンテキスト getConnection()メソッドを使用して、SQLJ接続コンテキスト・
インスタンスから JDBC接続インスタンスを取得すると、この接続コンテキスト・イン
スタンスの状態が Connectionインスタンスに継承されます。特に、Connectionイ
ンスタンスは、接続コンテキスト・インスタンスの自動コミットの設定を保持します。 

� （Connectionインスタンスを入力パラメータとして取る接続コンテキスト・コンスト
ラクタを使用して）JDBC接続インスタンスから SQLJ接続コンテキスト・インスタン
スを作成すると、Connectionインスタンスの状態がこの接続コンテキスト・インスタ
ンスに継承されます。特に、接続コンテキスト・インスタンスは、Connectionインス
タンスの自動コミットの設定を継承します。（デフォルトでは、JDBC接続インスタンス
の自動コミットは trueに設定されます。このデフォルトの設定を変更するには、
Connectionインスタンスの setAutoCommit()メソッドを使用します。）

� SQLJ接続コンテキスト・インスタンスとそれに関連付けされた JDBC接続インスタンス
がある場合、一方のインスタンスのセッション状態を変更するメソッドをコールする
と、もう一方のインスタンスにも影響します。実際に変更されるのは、基になる共有
データベース・セッションのためです。
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� データベース接続は 1つのみであるため、その基になるトランザクションのセットも 1
つのみとなっています。ある接続インスタンスで COMMITまたは ROLLBACK操作を行
うと、基になる接続を共有している他の接続インスタンスにも影響します。

共有接続のクローズ共有接続のクローズ共有接続のクローズ共有接続のクローズ
（getConnection()メソッドを使用して）SQLJ接続コンテキスト・インスタンスから

JDBC接続インスタンスを取得する場合も、（接続コンテキスト・コンストラクタを使用し
て）JDBC接続インスタンスから SQLJ接続コンテキスト・インスタンスを作成する場合も、
接続コンテキスト・インスタンスを終了する必要があります。デフォルトでは、接続コンテ
キスト・インスタンスの close()メソッドをコールすると、対応する JDBC接続インスタ
ンスと、基になるデータベース接続が終了します。そして、その接続にかかわるすべてのリ
ソースが解放されます。

ただし、JDBC接続インスタンスを終了しても、それに関連付けされた SQLJ接続コンテキ
スト・インスタンスは終了しません。基になるデータベース接続は終了します。ただし、接
続コンテキスト・インスタンスのリソースは、ガベージ・コレクションが行われるまで解放
されません。

対応する JDBC接続インスタンスを終了せずに SQLJ接続コンテキスト・インスタンスを終
了する場合（たとえば、Connectionインスタンスが、直接または他の接続コンテキスト・
インスタンスによって、別の場所で使用されている場合）、次のようにブール値の
KEEP_CONNECTIONを close()メソッドに指定します。（ここでは、接続コンテキスト・
インスタンスとして ctxを使用します。）

ctx.close(ConnectionContext.KEEP_CONNECTION);

KEEP_CONNECTIONを指定しないと、デフォルトで、それに関連付けされた JDBC接続イン
スタンスが終了します。一方、JDBC接続インスタンスの終了を明示的に指定するには、次
のようにします。

ctx.close(ConnectionContext.CLOSE_CONNECTION);

KEEP_CONNECTIONおよび CLOSE_CONNECTIONは、
sqlj.runtime.ConnectionContextインタフェースの static定数です。

明示的に終了しなかった接続コンテキスト・インスタンスは、ガベージ・コレクションの際
にファイナライザによって終了しますが、KEEP_CONNECTIONの状態のままとなります。つ

注意注意注意注意 : 同一の JDBC接続インスタンスから複数の SQLJ接続コンテキス
ト・インスタンスを作成すると、各インスタンスで基になるデータベース
接続を共有することも可能となります。このようにすると、プログラム・
モジュール間で同じ種類のトランザクションを共有する場合などに便利な
ことがあります。ただし、この場合にも前に述べた注意があてはまるので
注意してください。
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まり、JDBC接続インスタンスのリソースを解放するには、明示的な解放またはガベージ・
コレクションが必要となります。 

SQLJイテレータとイテレータとイテレータとイテレータと JDBC結果セットの連係動作結果セットの連係動作結果セットの連係動作結果セットの連係動作
SQLJでは、SQLJイテレータから JDBC結果セットに、またはその逆に変換できます。SQLJ
文のデータを選択する場合に、厳密な型指定のイテレータが特に必要のないときは、SQLJ
で JDBC結果セットに変換可能な、緩い型指定のイテレータを使用してもかまいません。 

結果セットから名前指定イテレータまたは位置指定イテレータへの変換結果セットから名前指定イテレータまたは位置指定イテレータへの変換結果セットから名前指定イテレータまたは位置指定イテレータへの変換結果セットから名前指定イテレータまたは位置指定イテレータへの変換
JDBC結果セットの操作は、様々な状況で活用できます。たとえば、JDBCに別のパッケー
ジが実装されており、結果セットを介してしかデータにアクセスできない場合、または
ResultSetMetaData情報がどの結果セットにも使用できるように記述されたルーチンで
あるために、その情報が必要な場合などです。これ以外に、SQLJアプリケーションから、
JDBC結果セットを戻り値とするストアド・プロシージャを起動する場合も挙げられます。 

動的結果セットに構造がある場合は、それをイテレータとして操作して、そのイテレータの
提供する厳密な型指定のパラダイムを使用します。 

SQLJでは、既存の JDBC結果セット・オブジェクトを変換して、名前指定イテレータ・オ
ブジェクトまたは位置指定イテレータ・オブジェクトを設定できます。この変換は、結果
セットをイテレータにキャストする処理であるといえます。この処理のための構文は次のよ
うになります。

#sql iter = { CAST :rs };

これにより、結果セット・オブジェクト rsが SQLJ実行文にバインドされ、結果セットが
変換され、イテレータ iterに結果セット・データが設定されます。 

次は、その例です。myEmpQuery()は、RSClassクラスの static Javaファンクションで、
JDBC結果セット・オブジェクトを戻り値とする問合せが定義されているとします。

インポートは次のように宣言します。

import java.sql.*;
...
#sql public iterator MyIterator (String ename, float sal);
...
実行可能コードを示します。

ResultSet rs;
MyIterator iter;
...
rs = RSClass.myEmpQuery();
#sql iter = { CAST :rs };
...
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(process iterator)
...
iter.close();
...

この例で名前指定イテレータのかわりに、位置指定イテレータを使用したとしても、同じ機
能が得られます。

次の規則は、JDBC結果セットを SQLJイテレータに変換し、データを処理する場合に適用
されます。

� 位置指定イテレータを変換する場合、結果セットとイテレータの列数が同じであること
が必要です。また、型が正しくマッピングする必要があります。

� 名前指定イテレータに変換する場合、結果セットに少なくともイテレータと同じ数の列
が必要です。そして、イテレータのすべての列が名前と型で一致する必要があります。
（結果セットとイテレータの列の数が同じではない場合、SQLJトランスレータによって
警告が出力されます。ただし、-warn=nostrictオプションが設定されている場合は
除きます。）

� キャストされる結果セットは、java.sql.ResultSetインタフェースを実装している
必要があります。（他の標準結果セット・クラスと同様に、このインタフェースは
oracle.jdbc.driver.OracleResultSetクラスで実装されています。）

� キャストを受け取るイテレータは、publicと宣言されたイテレータ・クラスのインス
タンスであることが必要です。

� 変換前でも変換後でも、結果セットからデータにアクセスしないでください。データに
は、イテレータのみからアクセスします。

� 操作が終了した後、結果セットではなくイテレータを終了します。イテレータを終了す
ると、結果セットも終了します。ただし、結果セットを終了しても、イテレータは終了
しません。JDBCと連係している場合は、必ず SQLJエンティティを終了してください。

同じプログラムでの SQLJと JDBCの連係動作の例については、12-55ページの「JDBCとの
連係動作 : JDBCInteropDemo.sqlj」を参照してください。

名前指定イテレータまたは位置指定イテレータから結果セットへの変換名前指定イテレータまたは位置指定イテレータから結果セットへの変換名前指定イテレータまたは位置指定イテレータから結果セットへの変換名前指定イテレータまたは位置指定イテレータから結果セットへの変換
当初は SQLJで定義した問合せが必要だったときでも、最終的には結果セットの方が必要に
なる場合があります。（SQLJでは、わかりやすくて簡単な構文が使用されています。ただ
し、結果を動的に処理する場合、または結果セットを入力パラメータとしてとる既存の Java
メソッドを使用する場合もあります。）

イテレータを結果セットに変換するために、名前指定イテレータ・クラスでも位置指定イテ
レータ・クラスでも、すべての SQLJイテレータ・クラスは getResultSet()メソッドで
生成されます。このメソッドを使用すると、イテレータ・オブジェクトの基になる JDBC結
果セット・オブジェクトが戻り値になります。 

次は、getResultSet()の使用方法の例です。
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インポートは次のように宣言します。

import java.sql.*;

#sql public iterator MyIterator (String ename, float sal);
...

実行可能コードを示します。

MyIterator iter;
...
#sql iter = { SELECT * FROM emp };
ResultSet rs = iter.getResultSet();
...
(process result set)
...
iter.close();
...

次の規則は、SQLJイテレータを JDBC結果セットに変換し、データを処理する場合に適用
されます。

� イテレータ・データを結果セットに書き込む場合、結果セットからのみデータにアクセ
スする必要があります。変換前でも変換後でも、イテレータに直接アクセスしないでく
ださい。

� 操作が終了した後、結果セットではなく元のイテレータを終了します。イテレータを終
了すると、結果セットも終了します。ただし、結果セットを終了しても、イテレータは
終了しません。JDBCと連係している場合は、必ず SQLJエンティティを終了してくだ
さい。

緩い型指定のイテレータ（緩い型指定のイテレータ（緩い型指定のイテレータ（緩い型指定のイテレータ（ResultSetIterator）の使用と変換）の使用と変換）の使用と変換）の使用と変換
7-37ページの「名前指定イテレータまたは位置指定イテレータから結果セットへの変換」で
説明した状況が発生し、必ずしも厳密な型指定のイテレータが必要ない場合があります。問
合せに SQLJ構文を使用し、結果セットからデータを動的に処理できることが必要です。

そのような場合は、型 sqlj.runtime.ResultSetIteratorを直接使用して、問合せ
データを取得できるため、名前指定イテレータ・クラスや位置指定イテレータ・クラスを宣
言する必要はありません。 

厳密な型指定のイテレータではなく、ResultSetIteratorを使用すると、イテレータ・
クラスを宣言しなくて済むかわりに、SQLJ SELECT操作に対する厳密な分類のチェックを
実行できなくなります。 

JDBC文と標準の結果セットではなく、SQLJ文と ResultSetIteratorを使用すると、
SQLJの SELECT構文を簡略化できます。 

7-22ページの「イテレータ・クラスの実装と高度な機能」で説明したように、すべての名前
指定イテレータと位置指定イテレータは、ResultSetIteratorインタフェースに基づい
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ています。このインタフェースでは、getResultSet()と close()の各メソッドが定義さ
れています。

次は、緩い型指定のイテレータの使用方法と変換方法の例です。

インポートは、次のように指定します。

import sqlj.runtime.*;
import java.sql.*;
...

実行可能コードを示します。

ResultSetIterator rsiter;
...
#sql rsiter = { SELECT * FROM table };
ResultSet rs = rsiter.getResultSet();
...
(process result set)
...
rsiter.close();
...

次の規則は、ResultSetIteratorオブジェクトを JDBC結果セットに変換し、データを
処理する場合に適用されます。

� ResultSetIteratorオブジェクトは、データにアクセスできません。問合せデータに
アクセスするには、このオブジェクトを結果セットに変換する必要があります。

� 操作が終了した後、結果セットではなく ResultSetIteratorオブジェクトを終了し
ます。ResultSetIteratorを終了すると、結果セットも終了します。ただし、結果
セットを終了しても、ResultSetIteratorは終了しません。JDBCと連係している場
合は、必ず SQLJエンティティを終了してください。

注意注意注意注意 : ResultSetIteratorオブジェクトは、JDBC結果セットにトラ
ンスレーションする目的のみに使用されます。したがって、SQLJのホス
ト式としてはサポートされていません。
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トランスレータのコマンドラインとオプ
8

トランスレートランスレートランスレートランスレータのタのタのタのコマンドラインコマンドラインコマンドラインコマンドラインととととオプションオプションオプションオプション

ソース・コードの作成後、SQLJトランスレータでこのコードを変換する必要があります。
この章では、SQLJトランスレータのコマンドライン、オプションおよびプロパティ・ファ
イルについて説明します。

次の項目について説明します。

� トランスレータのコマンドラインとプロパティ・ファイル

� 基本的なトランスレータ・オプション

� 拡張トランスレータ・オプション

� トランスレータによる代替環境のサポートとオプション
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トランスレータのコマンドラインとプロパティ・ファイルトランスレータのコマンドラインとプロパティ・ファイルトランスレータのコマンドラインとプロパティ・ファイルトランスレータのコマンドラインとプロパティ・ファイル
ここでは、SQLJトランスレータを実行するためのスクリプト sqljの一般的なコマンドラ
イン構文について説明し、使用可能なすべてのオプション一覧を示します。また、SQLJプ
ロパティ・ファイルと環境変数 SQLJ_OPTIONSについて説明します。コマンドラインのか
わりに、SQLJのプロパティ・ファイルを使用して、大半のコマンドを設定できます。環境
変数 SQLJ_OPTIONSは、コマンドラインと一緒にまたは単独で使用して、オプションを設
定できます。基本的なオプションの設定方法の詳細は、8-18ページの「基本的なトランス
レータ・オプション」を参照してください。 より高度なオプションの詳細は、8-45ページの
「拡張トランスレータ・オプション」および 8-60ページの「トランスレータによる代替環境
のサポートとオプション」を参照してください。

sqljスクリプトによって Java仮想マシン（JVM）を起動し、SQLJトランスレータのクラ
ス名（sqlj.tools.Sqlj）を VMに渡します。トランスレータの起動や、コマンドライン
とプロパティ・ファイルの解析などは、JVMによって実行されます。ここでは、スクリプト
の実行を SQLJの実行と呼び、スクリプトのコマンドラインを SQLJコマンドラインと呼び
ます。

コマンドラインの代表的な構文は、次のとおりです。

sqlj <optionlist> filelist

option listは、SQLJオプションの設定値をスペースで区切って並べたものです。他の
実行可能プログラムに渡すオプションには、接頭辞を付けます。 

file listは、SQLJトランスレータで処理するファイルをスペースで区切って並べたもの
です。.sqlj、.java、.serまたは .jarファイルを指定します（8-10ページの「コマン
ドラインの構文と処理」を参照）。ファイル名には、*ワイルドカードを使用できます。た
とえば、Foo*.sqljでは、Foo1.sqlj、Foo2.sqlj、および Foobar.sqljが検索され
ます。

ファイル・リストに .classファイルは指定しないでください。SQLJトランスレータが、
SQLJソース・ファイル中の変数の型解決をするためのクラスを認識できるように、
CLASSPATHを設定してください。

-checksourceフラグを有効にすると、CLASSPATHで指定されたコンパイルされていない
.javaファイル中にある必要なクラスも、SQLJトランスレータで検索されます。 8-53ペー
ジの「型解決を目的としたソース・チェック（-checksource）」を参照してください。

注意注意注意注意 : オプションを指定する位置は、必ずしもファイル・リストの前で
なくてもかまいません。オプションは、コマンドラインのどの箇所に指定
した場合にも正常に処理されます。
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SQLJのオプション、フラグおよび接頭辞のオプション、フラグおよび接頭辞のオプション、フラグおよび接頭辞のオプション、フラグおよび接頭辞
ここでは、SQLJトランスレータに対して指定できるオプションについて説明します。ブー
ル・オプションは、フラグと呼ばれます。JVM（SQLJスクリプトから起動）、および Java
コンパイラと SQLJプロファイル・カスタマイザ（JVMから起動）に渡すオプションには、
接頭辞を付けます。

等号（=）を使用して、オプションとフラグの設定値を指定します。ただし、フラグをオン
にするには、=trueを指定する必要はありません。フラグ名の入力のみで十分です。ただ
し、フラグをオフにするには、=falseを指定する必要があります。フラグが前の値から切
り替わらないためです。次にその例を示します。

行マッピングを有効にするには、-linemap=trueまたは単に -linemapを指定します。

行マッピングを無効にするには、-linemap=falseを指定します。

オプション、フラグおよび接頭辞に関する注意オプション、フラグおよび接頭辞に関する注意オプション、フラグおよび接頭辞に関する注意オプション、フラグおよび接頭辞に関する注意  

� コマンドラインのオプション名は、大文字 /小文字が区別されます。他の実行可能プロ
グラムに渡すオプションも同様です。通常、すべて小文字にします。通常、オプション
値も大文字 /小文字が区別されます。 

� いくつかのオプションは、次の表 8-1に示すとおり、Oracleの loadjavaユーティリ
ティとの互換性をサポートするために、コマンドラインで代替構文を使用できます。 

� javacオプションの一部は、コマンドラインで指定すると直接 SQLJで認識されます。
表 8-1を参照してください。javacオプションはすべてコンパイラ（javacを想定）に
渡され、その一部は SQLJ操作の処理対象となります。 

� SQLJの大半のオプションは、プロパティ・ファイルでも設定できます。 8-13ページの
「プロパティ・ファイルによるオプション設定」を参照してください。

� 環境変数 SQLJ_OPTIONSをコマンドラインのかわりに、またはコマンドラインと併用
して、オプションを設定できます。 8-16ページの「環境変数 SQLJ_OPTIONSによるオ
プションの設定」を参照してください。

注意注意注意注意 : 

� SQLJコマンドラインの説明は、サーバー側のトランスレーションで
はなく、クライアント側のトランスレーションを対象としています。
サーバー側の SQLJオプションの指定は、メカニズムが異なります。 
詳細は、11-14ページの「サーバー側の埋込みトランスレータでサ
ポートされるオプション」を参照してください。

� ただ単に sqljと入力してスクリプトを実行すると、使用頻度の最も
高い SQLJオプション一覧が表示できます。処理対象ファイルを指定
しない場合も、スクリプト実行のたびにこのオプション一覧が表示さ
れます。つまり -helpフラグを設定した場合と同じ結果になります。
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� コマンドライン（またはプロパティ・ファイル）で同じオプションを 2回以上指定する
と、最後の値が使用されます。

� このマニュアルの説明では、ほとんどの場合、ブール・フラグの設定値を trueまたは
falseで示していますが、yes/no、on/off、1/0でも有効化 /無効化を行えます。

コマンドラインの構文と処理の例は、8-10ページの「コマンドラインの構文と処理」を参照
してください。

SQLJオプションの概説オプションの概説オプションの概説オプションの概説
次の表 8-1は、SQLJトランスレータでサポートされているオプションの一覧です。次のカテ
ゴリに分類されています。

� 「コマンドラインのみ」のフラグ、オプションおよび接頭辞。これらは、プロパティ・
ファイル中には設定できないオプションです。

� 基本カテゴリのフラグとオプション。詳細は、8-18ページの「基本的なトランスレー
タ・オプション」を参照してください。 

� 「高度」カテゴリのフラグ、オプションおよび接頭辞。詳細は、8-45ページの「拡張ト
ランスレータ・オプション」を参照してください。

� 「環境」カテゴリのフラグとオプション。詳細は、8-60ページの「トランスレータによ
る代替環境のサポートとオプション」を参照してください。このカテゴリのフラグとオ
プションは、非標準の JVM、コンパイラまたはカスタマイザを使用するためのもので
す。

� 「javac対応」カテゴリのオプションは、SQLJでサポートされている javacオプション
です。Javaコンパイラ（おそらく javac）に直接渡すことが可能です。詳細は、8-9
ページの「javac互換オプション」を参照してください。

表表表表 8-1 SQLJトランスレータのオプショントランスレータのオプショントランスレータのオプショントランスレータのオプション 

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ

-C Javaコンパイラに渡すオプションに付ける
接頭辞。

該当なし 高度

-cache オンライン・セマンティクス・チェックの
結果のキャッシングを有効化するフラグ。
（キャッシングすると、データベースへのラ
ンウドトリップが減ります）。

false 高度

-checkfilename ソース・ファイル名とそのソース・ファイ
ル中の Publicクラス（定義済みの場合）の
名前とが対応していない場合に、トランス
レーション時に警告を出すかどうかを指定
するフラグ。

true 環境
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-checksource 場合に応じて、クラス・ファイルに加えて
ソース・ファイルも、SQLJの型解決での検
査対象とするためのフラグ。

true 高度

-classpath
（コマンドラインのみ）

JVMと Javaコンパイラに対して
CLASSPATHを指定するオプション。
（javacに渡されます。）

なし 基本

-compile Javaのコンパイル処理を有効化 /無効化す
るフラグ。（コンパイル対象は、SQLJの現
在の実行で生成された .javaファイル、ま
たはコマンドラインで指定した前に生成さ
れた .javaファイルです。）

true 高度

-compiler-executable 使用する Javaコンパイラを指定するオプ
ション。

javac 環境

-compiler-encoding-flag SQLJで -encoding値を Javaコンパイラに
渡すかどうかを設定するフラグ。（encoding
設定時）。

true 環境

-compiler-output-file Javaコンパイラの出力を書き込むファイル
を指定するオプション。

（このオプションを設定しないと、コンパイ
ラの出力は標準出力に送られます。）

なし 環境

-compiler-pipe-output-flag javac.pipe.outputシステム・プロパ
ティを設定するかどうかを SQLJに指示する
フラグ。このフラグを設定すると、Javaコ
ンパイラがエラーとメッセージを、STDERR
ではなく、STDOUTに出力します。

true 環境

-d SQLJにより生成されるプロファイル・ファ
イル（.ser）およびコンパイラにより生成
される .classファイルの出力先ディレク
トリを設定するオプション。（javacに渡さ
れます。）

空（.classファイルの
場合は .javaファイル
のディレクトリを使用
し、.serファイルの場
合は .sqljファイルの
ディレクトリを使用しま
す。）

基本

-default-customizer 使用するプロファイル・カスタマイザを指
定するオプション。クラス名を指定します。

oracle.sqlj.runtime.util.O
raCustomizer

環境

-default-url-prefix URLの設定のデフォルトの接頭辞を設定す
るオプション。

jdbc:oracle:thin: 基本

-depend
（コマンドラインのみ）

javacにのみ渡されます。 該当なし javac
互換

表表表表 8-1 SQLJトランスレータのオプショントランスレータのオプショントランスレータのオプショントランスレータのオプション （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ
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-dir SQLJにより生成される .javaファイルの
出力ディレクトリを設定するオプション。

空（.sqlj入力ファイル
のディレクトリが使用さ
れます。）

基本

-driver 登録する JDBCドライバ・クラスを指定す
るオプション。クラス名を指定します。複
数指定する場合は、カンマで区切ります。

oracle.jdbc.driver.
OracleDriver

基本

-encoding
（コマンドラインでは、-eと
しても認識）

SQLJとコンパイラで使用する NLS文字
コードを指定するオプション。（javacに渡
されます。）

JVMの
file.encodingの設定

基本

-explain トランスレータのエラー・メッセージに
「原因」と「処置」情報の表示を要求するフ
ラグ。

false 基本

-g
（コマンドラインのみ）

javacに渡されます。-linemapが有効にな
ります。

該当なし javac
互換

-help（-hとしても認識）
-help-long
-help-alias
（すべてコマンドラインのみ）

SQLJオプションの名前、説明および現行値
に関する様々なレベルの情報を表示するフ
ラグ。

無効 基本

-jdblinemap -linemapオプションの変形。Sun 
Microsystemsの jdbデバッガで使用されま
す。

false 基本

-J
（コマンドラインのみ）

JVMに渡すオプションに付ける接頭辞。 該当なし 高度

-linemap 生成された Javaクラス・ファイルと元の
SQLJコードの行番号のマッピングを有効に
するフラグ。

false 基本

-n
（コマンドラインのみ。代替

-vm=echo）

SQLJトランスレータに渡すコマンドライン
全体。（SQLJ_OPTIONSの設定も含む）の
エコーを sqljスクリプトに指示するフラ
グ。SQLJトランスレータはコマンドライン
を実行しません。

該当なし 基本

-nowarn
（コマンドラインのみ）

javacに渡され、-warn=noneが設定され
ます。

該当なし javac
互換

-O
（コマンドラインのみ）

javacに渡されると、-linemapは無効化さ
れます。

該当なし javac
互換

-offline セマンティクス・チェックに使用するオフ
ライン・チェッカを指定するオプション。
クラスの完全修飾名のリストを指定します。

oracle.sqlj.checker.
OracleChecker

高度

表表表表 8-1 SQLJトランスレータのオプショントランスレータのオプショントランスレータのオプショントランスレータのオプション （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ
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-online セマンティクス・チェックに使用するオン
ライン・チェッカを指定するオプション。
クラスの完全修飾名を指定します。（また、
オンライン・チェックを有効にするには、
-userも設定する必要があります。）

oracle.sqlj.checker.
OracleChecker

高度

-P SQLJプロファイル・カスタマイザに渡すオ
プションに付ける接頭辞。

該当なし 高度

-passes
（コマンドラインのみ）

コンパイルを挟んで、SQLJを 2回実行する
ことを sqljスクリプトに指示するフラグ。

false 環境

-password
（コマンドラインでは、-pと
しても認識）

オンライン・セマンティクス・チェック用
のデータベース接続のユーザー・パスワー
ドを設定するオプション。

なし 基本

-profile プロファイルのカスタマイズ処理を有効化
/無効化するフラグ。（現行の SQLJ実行中
に生成されたファイルがカスタマイズ処理
の対象となります。）

true 高度

-props
（コマンドラインのみ）

プロパティ・ファイルを指定するオプショ
ン。（コマンドラインのかわりに、このプロ
パティ・ファイルに基づき、オプションが
設定されます。）sqlj.propertiesも読み
込まれます。

なし 基本

-ser2class 生成した .serプロファイルを .class
ファイルに変換するように SQLJに指示する
フラグ。

false 高度

-status
（コマンドラインでは、-vと
しても認識）

実行中のステータス・メッセージの表示を
SQLJに要求するフラグ。

false 基本

-url オンライン・セマンティクス・チェック用
のデータベース接続の URLを設定するオプ
ション。

jdbc:oracle:oci8:@ 基本

-user
（コマンドラインでは、-uと
しても認識）

オンライン・セマンティクス・チェックを
有効にし、データベース接続のユーザー名。
（およびパスワードと URL）を設定するオ
プション。

なし（オンライン・セマ
ンティクス・チェックは
ありません。）

基本

-verbose
（コマンドラインのみ）

javacに渡されると、-statusが有効になり
ます。

該当なし javac
互換

表表表表 8-1 SQLJトランスレータのオプショントランスレータのオプショントランスレータのオプショントランスレータのオプション （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ
トランスレータのコマンドラインとオプション  8-7



トランスレータのコマンドラインとプロパティ・ファイル
loadjava互換オプション互換オプション互換オプション互換オプション
Javaおよび SQLJアプリケーションを Oracle8i Serverにロードするには、loadjavaユー
ティリティを使用します。このユーティリティとの互換のために、次のコマンドライン・オ
プションの代替構文が認識されます（前述の表 8-1を参照）。

� -e（-encodingに相当。）

� -h（-helpに相当。）

� -p（-passwordに相当。）

� -u（-userに相当。）

� -v（詳細メッセージの出力。-statusに相当。）

loadjava構文と完全に一貫させるには、次のように「=」のかわりにスペースを使用して
これらのオプションを設定します。

-u scott/tiger -v -e SJIS

loadjavaユーティリティの概要は、『Oracle8i Java開発者ガイド』を参照してください。

-version
-version-long
（どちらもコマンドラインの
み）

SQLJおよび JDBCドライバのバージョン情
報に関する様々なレベルの情報を表示する
フラグ。

無効 基本

-vm
（コマンドラインのみ）

使用する JVMを指定するフラグ。 java 環境

-warn 各種の SQLJ警告を有効または無効にするフ
ラグのカンマ区切りリスト。個別フラグは
precision/noprecision、nulls/nonulls、
portable/noportable、strict/nostrictおよび
verbose/noverboseで、グローバル・フラ
グは all/noneです。

precision
nulls
noportable
strict
noverbose

基本

注意注意注意注意 : この代替オプション構文はコマンドラインまたは環境変数
SQLJ_OPTIONSでのみ認識されます。プロパティ・ファイルでは認識さ
れません。

表表表表 8-1 SQLJトランスレータのオプショントランスレータのオプショントランスレータのオプショントランスレータのオプション （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明 デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ
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javac互換オプション互換オプション互換オプション互換オプション
Sun Microsystemsの JDKの Javaコンパイラ javac互換として、次の javacオプションを
そのまま SQLJで使用できます。つまり、コマンドラインで指定するときに、-C接頭辞を付
ける必要がありません。後述のように、いくつかは SQLJオプションとしても使用できます。
いくつかはそれ自体では SQLJオプションとして機能しませんが、SQLJオプションを設定し
ます。いくつかは javacのみに有効です。前述の表 8-1で説明されています。javacオプ
ションの設定値と機能の詳細は、javacのマニュアルを参照してください。

� -classpath（SQLJのオプションとしても機能します。javacと JVMの両方で
CLASSPATHを設定します。）

8-19ページの「Java仮想マシンとコンパイラで使用する CLASSPATH（-classpath）」
を参照してください。 

� -d（SQLJオプションとしても機能します。.classファイルと SQLJプロファイル・
ファイルの出力ディレクトリを設定します。）

8-26ページの「.serおよび .classファイルの出力ディレクトリ（-d）」を参照してくださ
い。

� -depend（javacオプションのみです。日付の古いファイルを再帰的にコンパイルしま
す。）

� -encoding（SQLJオプションとしても機能します。SQLJと javacに対して文字コー
ドを設定します。）

8-25ページの「入力および出力ソース・ファイルの文字コード（-encoding）」を参照し
てください。

� -g（javacデバッグ情報を生成します。SQLJの -linemap=trueも設定します。）

8-43ページの「SQLJソース・ファイルとの行マッピング（-linemap）」を参照してくだ
さい。

� -nowarn（javacに対して、警告の生成を禁止します。SQLJの -warn=noneも設定し
ます。）

8-40ページの「トランスレータからの警告（-warn）」を参照してください。

� -O（javacに対して最適化を指示します。SQLJの -linemap=falseも設定します。）

8-43ページの「SQLJソース・ファイルとの行マッピング（-linemap）」を参照してくだ
さい。

� -verbose（リアルタイム・ステータス・メッセージの出力を javacに指示します。
SQLJの -status=trueも設定します。）

8-42ページの「リアルタイムのステータス・メッセージ（-status）」を参照してくださ
い。
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プロファイル・カスタマイザのオプションプロファイル・カスタマイザのオプションプロファイル・カスタマイザのオプションプロファイル・カスタマイザのオプション
プロファイル・カスタマイザのオプションであるカスタマイザ・ハーネスのフロントエン
ド、Oracleデフォルトのカスタマイザおよびデバッグや配布時のセマンティクス・チェック
に使用する特別なカスタマイザの詳細は、10-10ページの「カスタマイズ・オプションとカ
スタマイザの選択」を参照してください。

コマンドラインの構文と処理コマンドラインの構文と処理コマンドラインの構文と処理コマンドラインの構文と処理
スクリプト sqljの実行によって発生するイベントの一般的なシーケンスは、1-8ページの
「トランスレーション処理」を参照してください。ここでは、コマンドラインの概要説明と
して、トランスレーション処理の詳細を説明します。

コマンドライン引数の使用方法コマンドライン引数の使用方法コマンドライン引数の使用方法コマンドライン引数の使用方法
通常、コマンドラインでは次の構文を使用します。

sqlj <optionlist> filelist

JVMを起動するときに、sqljスクリプトから JVMにすべてのコマンドライン引数が渡さ
れます。JVMは渡された引数を該当機能（Javaコンパイラやプロファイル・カスタマイザ
など）に渡します。

オプション・リストの引数オプション・リストの引数オプション・リストの引数オプション・リストの引数  オプション・リストの引数は、次のように使用されます。

� -J接頭辞が付いたオプションは JVMのオプションです。JVMでそのまま使用されます。
これらのオプションは、コマンドラインまたは環境変数 SQLJ_OPTIONSで指定する必
要があります。

� 接頭辞 -J、-Cまたは -Pが付いていないオプションは SQLJのオプションです。SQLJト
ランスレータを起動するときに、JVMから SQLJトランスレータに渡されます。

� -C接頭辞が付いたオプションは Javaコンパイラのオプションです。コンパイラを起動
するときに、JVMからコンパイラに渡されます。

Javaコンパイラのオプションと同名の SQLJオプションが 3つあります。これらのオプ
ションを指定すると、Javaコンパイラに自動的に渡されるとともに、SQLJでも使用さ
れます。

– -dは、生成したプロファイル・ファイルの出力ディレクトリを SQLJに指示しま
す。このオプションはコンパイラにも渡されます。コンパイラは生成した .class
ファイルをこのオプションで指定された出力ディレクトリに出力します。

– SQLJは、-encodingに基づき、.sqljファイルを読み込み、.javaファイルを
生成します。このオプションは Javaコンパイラにも渡されます
（-compiler-encoding-flagがオフになっていない場合）。Javaコンパイラは、
このオプションに基づき、.javaファイルを読み込みます。
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– -classpathは、SQLJから Javaコンパイラと JVMの両方に渡され、両方の
CLASSPATHを設定します。このオプションはコマンドラインまたは環境変数
SQLJ_OPTIONSで指定します。

-dまたは -encodingコンパイラ・オプションを指定するときに、-C接頭辞を付けな
いでください。SQLJとコンパイラは、-dと -encodingで同じ設定を使用します。

Javaコンパイラと SQLJを実行する JVMにそれぞれ別の CLASSPATH値を設定する場合
は、-classpathに接頭辞 -C（および接頭辞 -J）を付ける必要があります。 

� オプションに -P接頭辞を付けると、SQLJプロファイル・カスタマイザのオプションに
なります。カスタマイザを起動するときに、JVMからカスタマイザに渡されます。

SQLJでの自動実行の対象でないプロファイルのカスタマイズは、拡張機能といえます。
第 10章「プロファイルとカスタマイズ」を参照してください。

ファイル・リストの引数ファイル・リストの引数ファイル・リストの引数ファイル・リストの引数  ファイル・リストの解析、ワイルドカード文字の処理およびファ
イル名の展開は、SQLJフロントエンドによって行われます。デフォルトのファイル処理は、
次のように展開されます。

� .sqljファイルが SQLJトランスレータ、Javaコンパイラおよび SQLJプロファイル・カ
スタマイザによって処理されます。 

� .javaファイルが Javaコンパイラによって処理されます。SQLJトランスレータは、こ
のファイルを使用して型を解決します。

� .serプロファイル・ファイルと .jarファイルは、プロファイル・カスタマイザでのみ
処理されます。

コマンドラインで .sqljファイルと .javaファイルを一緒に指定することも、.serファ
イルと .jarファイルを一緒に指定することも可能ですが、この 2つのカテゴリを一緒には
指定できません。 （.jarファイルの処理方法の詳細は、10-34ページの「プロファイルの
JARファイルの使用」を参照してください。）

.sqljファイルと .javaファイル間に依存関係がある場合、つまり互いのコードにアクセ
スする必要がある場合は、SQLJの各実行時に、依存し合うすべてのファイルをコマンドラ
インに入力する必要があります。依存関係のあるファイルをそれぞれ別の SQLJ実行時に指
定すると、SQLJがすべての型を解決できなくなります。

注意注意注意注意 : コマンドラインで .javaファイル名を入力する方法以外に、
-checksourceオプションを有効にし、その後で .javaファイルが
CLASSPATHに含まれていることを確認する方法もあります。 8-53ページ
の「型解決を目的としたソース・チェック（-checksource）」を参照してく
ださい。
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ソース間の競合防止ソース間の競合防止ソース間の競合防止ソース間の競合防止  SQLJトランスレータでは、同一ディレクトリの同一クラスを複数の
ソース・ファイルで定義できないようになっています。コマンドラインのファイル・リスト
に同じ .sqljファイルまたは .javaファイルへの参照が複数あると、2番目以降の参照が
すべてコマンドラインから破棄されます。また、リスト内の .javaファイルと .sqljファ
イルのベース名とディレクトリが同じときに、-dirオプションを指定しないと、.sqlj
ファイルのみが処理されます。ファイル名にワイルドカード文字を使用した場合も、この処
理が適用されます。

次のコマンドラインを指定するとします。カレント・ディレクトリ /myhome/mypackage
に、ファイル Foo.sqljと Foo.javaがあるものとします。

� sqlj Foo.sqlj /myhome/mypackage/Foo.sqlj

両方の参照先が同じファイルなので、トランスレータは
/myhome/mypackage/Foo.sqljをコマンドラインから破棄します。

� sqlj Foo.sqlj Foo.java

読込み元と書込み先が同時に Foo.javaになっているので、トランスレータは
Foo.javaをコマンドラインから破棄します。 

� sqlj Foo.*

トランスレータは Foo.sqljと Foo.javaの両方を検索するので、書込み先と読込み
元が同時に Foo.javaになります。この場合も、トランスレータは Foo.javaをコマ
ンドラインから破棄します。

� sqlj -dir=outdir Foo.sqlj Foo.java

これなら問題ありません。Foo.javaが outdirサブディレクトリに生成され、
Foo.javaが /myhome/mypackageディレクトリから読み込まれます。

このようにコマンドラインが処理されるので、次のようなコマンドを入力しても、問題なく
実行されます。（問題のあるファイル参照は自動的に破棄されます。）

sqlj *.sqlj *.java

この処理は様々な状況で利用できます。

コマンドラインの例と結果コマンドラインの例と結果コマンドラインの例と結果コマンドラインの例と結果
次に、コマンドラインの例を示します。高度な概念が使用されていますが、コマンドライン
の完全な構文例として示します。高度な概念については、この章で後述します。

sqlj -J-Duser.language=ja  -warn=none -J-prof -encoding=SJIS *Bar.sqlj Foo*.java

sqljスクリプトによって JVMが起動されると、この JVMに SQLJトランスレータのクラ
ス名が渡され、その後でコマンドラインの引数も渡されます（JVMは必要に応じて、渡され
た引数をトランスレータ、コンパイラおよびカスタマイザに渡します）。JVMに対するオプ
ション（-Jが付いたオプション）があると、トランスレータのクラス・ファイル名の前に、
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このオプションが JVMに渡されます。（Javaを手動で起動する場合は、クラス・ファイル名
の前に、Javaのオプションを入力します。）

前述の処理が完了すると、ユーザーが次のコマンドを入力したときと同じ結果になります
（SushiBar.sqlj、DiveBar.sqlj、FooBar.javaおよび FooBaz.javaがすべてカレ
ント・ディレクトリにある場合）。

java -Duser.language=ja -prof sqlj.tools.Sqlj -warn=none -encoding=SJIS 
SushiBar.sqlj DiveBar.sqlj FooBar.java FooBaz.java

（このコマンドラインは折り返されて表示されていますが、全体が 1行で入力されていま
す。）

JVMオプションの処理方法の詳細は、8-45ページの「Java仮想マシンに渡すオプション
（-J）」を参照してください。

コマンドラインを実行せずにエコーする場合コマンドラインを実行せずにエコーする場合コマンドラインを実行せずにエコーする場合コマンドラインを実行せずにエコーする場合
コマンドラインをエコーするには、SQLJの -nオプション（または -vm=echo）を使用しま
す。sqljスクリプトによって生成され、SQLJトランスレータに渡されるコマンドライン
が、実行されずに、エコーされます。エコー対象は、環境変数 SQLJ_OPTIONSおよびコマ
ンドラインの設定値です。プロパティ・ファイルの設定値はエコーされません。

詳細は、8-23ページの「コマンドラインのエコー（-n）」を参照してください。

プロパティ・ファイルによるオプション設定プロパティ・ファイルによるオプション設定プロパティ・ファイルによるオプション設定プロパティ・ファイルによるオプション設定
コマンドラインのかわりに、プロパティ・ファイルでも、SQLJトランスレータ、Javaコン
パイラおよび SQLJプロファイル・カスタマイザに対してオプションを指定できます。 

Javaコンパイラを別の JVMで実行し、この JVMに対してコンパイル処理オプションを指定
する場合も、プロパティ・ファイルで指定できます。SQLJでのトランスレーション後、コ
ンパイラの実行時に、オプションが JVMに渡されます。（ただし、コマンドラインで -C-J
接頭辞を付けて、コンパイラの JVMに渡す方が一般的です。）

SQLJの次のオプション、フラグおよび接頭辞は、プロパティ・ファイルで設定できません。

� -classpath

� -help、-help-long、-help-alias、-C-help、-P-help

� -J

� -n

� -passes

� -props
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� -version、-version-long

� -vm

たとえば、JVMに対するオプションはプロパティ・ファイルで指定できません。プロパ
ティ・ファイルの読込みが、JVMの起動後に実行されるためです。

プロパティ・ファイルでは、次の設定も行えません。

� SQLJでサポートされている javacオプション（-depend、-g、-nowarn、-O、
-verbose）の設定

� loadjava互換としてコマンドラインで認識されるオプション略称（-e、-h、-p、-u、
-v）の使用

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文
プロパティ・ファイルでは、1行に 1つのオプションを設定します。SQLJのオプション行、
コンパイラのオプション行およびカスタマイザのオプション行を混在できます。（SQLJフロ
ントエンドによってオプション行が解析され、適切に処理されます。） 

次に、各種オプションの構文を示します。

� 各 SQLJオプションの前に、ハイフンではなく、接頭辞 sqlj.（ピリオドまで）を付け
ます。sqlj.で始まるオプションのみが SQLJトランスレータに渡されます。次にその
例を示します。

sqlj.warn=none
sqlj.linemap=true

� 各 Javaコンパイラ・オプションの前に、-C-ではなく、接頭辞 compile.（ピリオドま
で）を付けます。compile.で始まるオプションのみが Javaコンパイラに渡されます。
次にその例を示します。

compile.verbose

（Javaコンパイラの -verboseオプションでは、コンパイル中にステータス・メッセー
ジが出力されます。）

� 汎用的なプロファイル・カスタマイズ・オプション（どのカスタマイザにも適用される
オプション）には、-P-ではなく、接頭辞 profile.（ピリオドまで）を付けます。

注意注意注意注意 : SQLJのプロパティ・ファイルの説明は、サーバー側 SQLJではな
く、クライアント側 SQLJを対象にしています。サーバー側の SQLJオプ
ションの指定は、メカニズムが異なります。 詳細は、11-14ページの「サー
バー側の埋込みトランスレータでサポートされるオプション」を参照して
ください。
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profile.で始まるオプションのみがプロファイル・カスタマイザに渡されます。次に
その例を示します。

profile.backup

（プロファイル・カスタマイザの backupオプションでは、前のプロファイルのコピー
が保存されます。）

特定のカスタマイザに対するオプションを指定するには、次のように profile.Cを使
用します。

profile.Csummary

（Oracleカスタマイザの summaryオプションでは、使用されている Oracleの機能の概
要が表示されます。）

Oracleのデフォルト・カスタマイズの対象でないプロファイルのカスタマイズは、拡張
機能といえます。第 10章「プロファイルとカスタマイズ」を参照してください。

� コメント行はシャープ記号（#）で始めます。次にその例を示します。

# Comment line.

� 空白行も使用できます。

コマンドラインと同じように、プロパティ・ファイルでもフラグの有効化 /無効化を
=true/=false、=on/=off、=1/=0または =yes/=noで指定できます。フラグを有効に
するには、次のようにフラグ名の入力のみで十分です。設定値の入力は必要ありません。

sqlj.linemap

プロパティ・ファイルプロパティ・ファイルプロパティ・ファイルプロパティ・ファイル : 簡単な例簡単な例簡単な例簡単な例  プロパティ・ファイルの設定例を示します。

# Set user and JDBC driver
sqlj.user=scott
sqlj.driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver 

# Turn on the compiler verbose option
compile.verbose

この設定は、次の SQLJコマンドラインに相当します。

sqlj -user=scott -driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver -C-verbose

注意注意注意注意 : プロパティ・ファイルでは、必ず等号（=）を使用してオプショ
ン値を設定します。コマンドラインでは、「=」のかわりにスペースを使用
できるオプションもあります（-user、-password、-urlなど）。
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プロパティ・ファイルプロパティ・ファイルプロパティ・ファイルプロパティ・ファイル : デフォルト以外の接続コンテキスト・クラスデフォルト以外の接続コンテキスト・クラスデフォルト以外の接続コンテキスト・クラスデフォルト以外の接続コンテキスト・クラス  宣言した接続コンテキ
スト・クラスの設定値をプロパティ・ファイルで指定する例を示します。

# JDBC driver
sqlj.driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver

# Oracle 8.0.4 on spock.natdecsys.com
sqlj.user@SourceContext=sde
sqlj.password@SourceContext=fornow
sqlj.url@SourceContext=jdbc:oracle:thin:@207.67.155.3:1521:nds

# Warning settings
sqlj.warn=all

# Cache
sqlj.cache=on

デフォルトのプロパティ・ファイルデフォルトのプロパティ・ファイルデフォルトのプロパティ・ファイルデフォルトのプロパティ・ファイル
SQLJコマンドラインでプロパティ・ファイルを指定してもしなくても、sqlj.propertiesとい
うファイルが SQLJフロントエンドで検索されます。このファイルの検索は、Javaホーム・
ディレクトリ、ユーザー・ホーム・ディレクトリ、カレント・ディレクトリの順番で実行さ
れます。見つかった sqlj.propertiesファイルが順番に処理され、オプションの前の設
定値が新しい設定値でオーバーライドされます。つまり、カレント・ディレクトリにある
sqlj.propertiesファイルのオプション値によって、ユーザーのホーム・ディレクトリま
たは Javaのホーム・ディレクトリにある sqlj.propertiesファイルのオプション値が
オーバーライドされます。

8-17ページの「オプション設定の優先順位」も参照してください。

環境変数環境変数環境変数環境変数 SQLJ_OPTIONSによるオプションの設定によるオプションの設定によるオプションの設定によるオプションの設定
Oracle SQLJでは、コマンドラインのかわりに環境変数 SQLJ_OPTIONSを使用して、SQLJ
のオプションを設定できます。「コマンドラインのみ」と示されているオプションは、プロ
パティ・ファイルでは設定できませんが、SQLJ_OPTIONS変数では設定できます。

SQLJ_OPTIONS変数では、あらゆる SQLJオプションを設定できます。この変数で設定した
オプション値は、JVMに渡されます。この変数は、同じ設定値を繰り返し使用するコマンド
ライン専用オプション（-classpathなど）に特に便利です。

SQLJ_OPTIONS変数は、次のように設定します。

-vm=jview -J-verbose

SQLJ_OPTIONSを使用すると、SQLJによって SQLJ_OPTIONSの設定値が、SQLJコマンド
ラインの先頭に、つまり他のコマンドライン・オプションの設定の前に、順番に挿入されま
す。
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オプション設定の優先順位オプション設定の優先順位オプション設定の優先順位オプション設定の優先順位
SQLJでは、オプション値が次の順に設定されます。同じオプションが複数回設定されてい
ると、前の設定値が後の設定値によって上書きされます。

1. オプションをデフォルト値に設定します（デフォルト値がある場合）。

2. Javaのホーム・ディレクトリで sqlj.propertiesファイルを探します。見つかると、
このファイルの指定に基づき、オプションを設定します。

3. ユーザーのホーム・ディレクトリで sqlj.propertiesファイルを探します。見つか
ると、このファイルの指定に基づき、オプションを設定します。

4. カレント・ディレクトリで sqlj.propertiesファイルを探します。見つかると、こ
のファイルの指定に基づき、オプションを設定します。

5. 環境変数 SQLJ_OPTIONSでオプション設定を探します。見つかったオプション設定を
コマンドラインの先頭に挿入します。SQLJ_OPTIONSの指定に基づき、オプション値
を設定します。

6. コマンドラインでオプション設定を探し、この指定に基づき、オプション値を設定しま
す。SQLJはコマンドラインを処理しながら、-propsオプションで指定されている
ファイルを調べ、その指定に基づき、オプション値を設定します。

注意注意注意注意 : 環境変数の設定方法は、オペレーティング・システムにより異な
ります。オペレーティング・システム固有の制限もあります。たとえば
Windows 95では、コントロール・パネルの「システム」の「ハードウェ
ア環境」タブを使用します。また、Windows 95では変数の設定に「=」
文字を使用できないので、SQLJでは「=」のかわりに「#」を使用して
SQLJ_OPTIONSを設定できます。詳細は、使用するオペレーティング・
システムのドキュメントを参照してください。

注意注意注意注意 : 

� sqlj.propertiesファイルのオプション設定は、上から下に読み込
まれます。つまり、下方のエントリが上方のエントリより優先されま
す。

� コマンドラインの -propsオプションでプロパティ・ファイルを指定
すると、このファイルのオプション設定がコマンドラインの -props
オプションの位置に挿入されます。

� コマンドラインのオプションは、-propsファイルから挿入されたオ
プションも含めて、左から右に読み取られます。つまり、後（右方）
の設定値が前（左方）の設定値より優先されます。
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例例例例  SQLJを次のように実行するとします。

sqlj -user=scott -props=myprops.properties -dir=/home/java

ファイル myprops.propertiesはカレント・ディレクトリにあり、次の値が設定されてい
るものとします。

sqlj.user=tony
sqlj.dir=/home/myjava

これらの設定値は、コマンドラインの -propsオプションの位置に挿入されているように処
理されます。したがって、userオプションの設定値として、scottより tonyが優先され
ます。一方、dirオプションの設定値として、/home/myjavaより /home/javaが優先さ
れます。

基本的なトランスレータ・オプション基本的なトランスレータ・オプション基本的なトランスレータ・オプション基本的なトランスレータ・オプション
ここでは、SQLJの実行時に指定できる基本的なフラグとオプションの構文と機能について
説明します。ここで説明するオプションは、標準の操作モードで実行できます。 プロパ
ティ・ファイル（sqlj.propertiesなど）でも指定できるオプションの構文も示します
（8-13ページの「プロパティ・ファイルによるオプション設定」を参照）。

より高度なコマンドライン・フラグとオプションは 8-45ページの「拡張トランスレータ・オ
プション」および 8-60ページの「トランスレータによる代替環境のサポートとオプション」
を参照してください。

基本的なコマンドライン専用オプション基本的なコマンドライン専用オプション基本的なコマンドライン専用オプション基本的なコマンドライン専用オプション
次の基本的なオプションは SQLJのコマンドラインまたは環境変数 SQLJ_OPTIONSでのみ
指定できます。プロパティ・ファイルでは指定できません。

� -props

� -classpath

� -help、-help-long、-help-alias、-P-help、-C-help

� -version、-version-long

� -n

コマンドライン専用フラグ（-helpフラグ群、-versionフラグ群および -n）では、
=true構文を使用できません。これらのフラグを有効にするには、次のようにフラグ名のみ
を入力します。

使用可 : sqlj -version-long ...

使用不可 : sqlj -version-long=true ...
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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））））
-propsオプションでは、プロパティ・ファイルを指定します。SQLJはこのファイルから
オプション設定を読み取ります（コマンドラインでオプション設定を指定するかわりに、こ
のオプションを指定できます）。

このファイル形式、コマンドライン・オプションとこのファイルの関係、および SQLJがデ
フォルトのプロパティ・ファイルを検索するディレクトリは、8-13ページの「プロパティ・
ファイルによるオプション設定」を参照してください。 

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -props=filename

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  -props=myprops.properties

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  該当なし

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  該当なし

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  なし

Java仮想マシンとコンパイラで使用する仮想マシンとコンパイラで使用する仮想マシンとコンパイラで使用する仮想マシンとコンパイラで使用する CLASSPATH（（（（-classpath））））
Javaの大半の JVMおよびコンパイラへの対応として、SQLJはコマンドラインで指定された
-classpathオプションを認識します。このオプションを設定するときは、大半の JVMま
たはコンパイラと同じようにスペースを使用することも、他の SQLJオプションと同じよう
に「=」を使用することも可能です。この例（両方とも Solarisで実行）を次に示します。

-classpath=.:./classes:/vobs/dbjava/classes/classes111.zip:/jdbc-1.2.zip

または、次のように指定します。

-classpath .:./classes:/vobs/dbjava/classes/classes111.zip:/jdbc-1.2.zip

-classpathオプションは、JVMと Java コンパイラの両方に対して、Javaの CLASSPATH
を設定します。 それぞれ別の CLASSPATHを使用する場合は、SQLJの -Jおよび -C接頭辞
を使用します。8-45ページの「プロパティ・ファイルによるオプション設定」を参照してく
ださい。

注意注意注意注意 : コマンドラインまたは SQLJ_OPTIONSでのみ設定可能な拡張オ
プション、フラグおよび接頭辞として、-J、-passesおよび -vmがあり
ます。
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コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  sqlj -classpath=<class_path>

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  sqlj -classpath=/jdbc-1.2.zip:/classes/bin

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  該当なし

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  該当なし

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  なし

SQLJのオプション情報（のオプション情報（のオプション情報（のオプション情報（-help））））
コマンドラインで -helpフラグを次の 3通りに設定して、SQLJオプションに関する表示情
報の詳細度を指定できます。

� -help

� -help-long

� -help-alias

このオプションを有効にするには、次のようにコマンドラインで設定します。 

sqlj -help

または、次のように指定します。

sqlj -help-long

または、次のように指定します。

sqlj -help-alias

-helpフラグをこのいずれかの形式で指定すると、コマンドラインでファイル名などのオプ
ションを指定しても、入力ファイルが変換されません。SQLJでは、トランスレータの実行
かヘルプ表示のどちらか一方を指定します。同時に両方は指定できません。 

プロファイル・カスタマイザまたは Javaコンパイラに関する説明を表示するには、次のよ
うに -Pおよび -C接頭辞を付けてヘルプを要求します。 これらの接頭辞の詳細は、8-45ペー
ジの「オプション設定を他の実行可能プログラムに渡す接頭辞」を参照してください。

注意注意注意注意 : この章で後述する他のオプションと同じように、-classpathオ
プションの設定で「=」を使用すると、JVMおよびコンパイラにオプショ
ン文字列を渡すときに、「=」がコマンドラインから削除されます。JVM
とコンパイラでは、オプション設定に「=」を使用できません。
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-helpフラグと同じように、カスタマイザまたはコンパイラのヘルプを要求すると、変換さ
れません。

sqlj -P-help

sqlj -C-help

他のコマンドライン専用フラグと同じように、-help（および -P-helpと -C-help）で
は、=true構文を使用できません。有効にするには、フラグ名のみを入力します。

-helpの設定の設定の設定の設定  最も基本的なヘルプを表示するには、-helpを指定します。次の情報が表示さ
れます。

� 使用頻度が最も高い SQLJオプションの概要

� 指定できるその他の -helpフラグ値のリスト

-help-longの設定の設定の設定の設定  この設定では、SQLJオプションの詳細情報が一覧表示されます。具体的に
は、各オプションに関して次の情報が表示されます。

� オプション名

� オプションの型（intや Stringなど、オプションの入力値としての Java型）

� 説明

� 現行値

� 現行値の設定方法（コマンドライン、プロパティ・ファイルまたはデフォルト）

注意注意注意注意 : 

� loadjavaユーティリティとの互換用に、-helpのかわりに -hをコ
マンドラインで指定できます。 8-8ページの「loadjava互換オプショ
ン」を参照してください。

� 単一のコマンドラインで -helpフラグを複数設定できます。
-P-helpと -C-helpも設定できます。

� -Pと -Cは通常、プロパティ・ファイルで設定できますが、-P-help
と -C-helpはコマンドライン専用です。

� 処理対象ファイルを指定しないで SQLJを実行した場合も、ヘルプが
表示されます。つまり、-helpの設定時と同じ結果になります。
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-help-aliasの設定の設定の設定の設定  loadjavaユーティリティ対応として、コマンドラインでサポートされて
いる略称が一覧表示されます。 

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  sqlj help_flag_settings

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  
sqlj -help
sqlj -help -help-alias
sqlj -help-long
sqlj -warn=none,null -help-long
sqlj -help-alias

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  該当なし

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  該当なし

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  なし

SQLJのバージョン番号（のバージョン番号（のバージョン番号（のバージョン番号（-version））））
コマンドラインで -versionフラグを次の値に設定して、表示する SQLJおよび JDBCドラ
イバのバージョンに関して様々なレベルの情報の表示を指定します。

� -version

� -version-long

このオプションを有効にするには、次のようにコマンドラインで設定します。 

sqlj -version

または、次のように指定します。

sqlj -version-long

-versionオプションを使用すると、コマンドラインでファイル名などのオプションを指定
していても、入力ファイルが変換されません。SQLJでは、トランスレータの実行かバー
ジョン情報の表示のどちらか一方を指定します。同時に両方は指定できません。コマンドラ
インに入力したプロパティ・ファイルなどはすべて無視されます。

注意注意注意注意 : オプション設定の結果を確認するには、そのオプションと
-help-longオプションを同一のコマンドラインで指定します。この機能
は、特に複雑なオプション（-warnなど）を指定する場合やオプションを
組み合せる場合に便利です。（-help-longモードでは、すべてのオプ
ションの現行の設定値が表示されます。）
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コマンドライン専用フラグと同じように、-versionには、=true構文を使用できません。こ
のフラグを有効にするには、フラグ名のみを入力します。

-versionの設定の設定の設定の設定  -versionを設定すると、SQLJのリリース番号（Oracle SQLJリリース 8.1.7
など）が表示されます。

-version-longの設定の設定の設定の設定  -version-longを設定すると、SQLJのリリースおよび作成のバー
ジョン番号が表示されます。JDBCドライバがある場合は、このリリース番号も表示されま
す。たとえば、Oracle JDBCを使用している場合は、Oracle JDBC version 8.1（8.1.7.0.0）の
ように表示されます。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  sqlj version_flag_settings

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  
sqlj -version
sqlj -version -version-long
sqlj -version-long

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  該当なし

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  該当なし

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  なし

コマンドラインのエコー（コマンドラインのエコー（コマンドラインのエコー（コマンドラインのエコー（-n））））
-nをコマンドラインで指定すると、SQLJトランスレータに渡されるコマンドライン全体が
sqljスクリプトによって構築され、ユーザーにエコーされます。SQLJ_OPTIONSの設定値
もエコーされます。SQLJトランスレータはこのコマンドラインを実行しません。SQLJトラ
ンスレータを起動する JVMの名前とトランスレータのクラス名全体がエコーされます。プ
ロパティ・ファイルの設定値はエコーされません。

次の内容が表示されます。

� 略称で入力したオプション名を完全に展開した名前（loadjava対応の -uなどの略称
が展開され、完全な名前が表示されます。）

� コマンドの文字列全体が構築されてトランスレータに渡されるときのオプションの並び
順

� SQLJ_OPTIONSの設定値とコマンドラインの設定値の競合の可能性

-nオプションは、コマンドラインまたは SQLJ_OPTIONS変数のどこにでも指定できます。

コマンドライン専用フラグと同じように、-nには、=true構文を使用できません。このフ
ラグを有効にするには、フラグ名のみを入力します。
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次の場合を想定してください。

� SQLJ_OPTIONSで次のオプションを指定するとします。

-user=scott/tiger@jdbc:oracle:thin:@ -classpath=/myclasses/bin

� 次のコマンドラインを入力します。

% sqlj -n -e SJIS myapp.sqlj

次のエコーが表示されます。

java -classpath /myclasses/bin sqlj.tools.Sqlj -user=scott/tiger@jdbc:oracle:thin:@ 
-C-classpath=/myclasses/bin -encoding=SJIS myapp.sqlj

（このコマンドラインは折り返されて表示されていますが、全体が 1行で入力されていま
す。）

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -n

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  -n

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  該当なし

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  該当なし

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  false

注意注意注意注意 : 

� -nのかわりに、-vm=echoと入力することも可能です。

� オプション設定の確認方法として、-help-longフラグも使用できま
す。このフラグを設定すると、すべてのオプションの現行の設定値が
表示されます。コマンドラインで設定したオプションの他、プロパ
ティ・ファイルおよび SQLJ_OPTIONSで設定したオプションの値も
表示されます。 8-20ページの「SQLJのオプション情報（-help）」を参
照してください。
8-24  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス



基本的なトランスレータ・オプション
出力ファイルとディレクトリのオプション出力ファイルとディレクトリのオプション出力ファイルとディレクトリのオプション出力ファイルとディレクトリのオプション
次のオプションで、SQLJの入力および出力ソース・ファイルの文字コードを指定します。

� -encoding

次のオプションで、SQLJの出力ファイルを格納するディレクトリを指定します。

� -d

� -dir

入力および出力ソース・ファイルの文字コード（入力および出力ソース・ファイルの文字コード（入力および出力ソース・ファイルの文字コード（入力および出力ソース・ファイルの文字コード（-encoding））））
-encodingオプションで、NLS文字コードを指定します。この文字コードは、.sqljおよ
び .java入力ファイルと生成される .javaファイルに適用されます。javac対応として、
コマンドラインでこのオプションを指定するときに、次のようにスペースまたは「=」を使
用できます。

-encoding=SJIS

-encoding SJIS

ただし、プロパティ・ファイルで sqlj.encodingを指定するときは、「=」を使用します。
スペースは使用できません。

このオプションを指定すると、Javaコンパイラにも渡されます
（-compiler-encoding-flagがオンの場合）。Javaコンパイラは、この値に基づき、処理
する .javaファイルの文字コードを指定します。 
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コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -encoding=Java_character_encoding

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  -encoding=SJIS

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.encoding=Java_character_encoding

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.encoding=SJIS

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  JVMにおけるシステム・プロパティ file.encodingの設定値

.serおよびおよびおよびおよび .classファイルの出力ディレクトリ（ファイルの出力ディレクトリ（ファイルの出力ディレクトリ（ファイルの出力ディレクトリ（-d））））
-dオプションで、SQLJトランスレータで生成されるプロファイルのルート出力ディレクト
リを指定します。この設定値は Javaコンパイラにも渡され、コンパイラで生成される
.classファイルのルート出力ディレクトリを指定します。プロファイルを .serファイル
として生成する場合（デフォルト）でも、.classファイルとして生成する場合
（-ser2classオプションが有効なとき）でも、-dオプションを指定できます。 
（-ser2classの詳細は、8-52ページの「.serファイルから .classファイルへの変換
（-ser2class）」を参照してください。）

ディレクトリを指定すると、このディレクトリの下の該当パッケージに出力ファイルが生成
されます。たとえば、ソース・ファイルがパッケージ a.b.cにあるときに、ディレクトリ
/mydirを指定すると、出力ファイルがディレクトリ /mydir/a/b/cに格納されます。

注意注意注意注意 : 

� 後述の -classpathおよび -dオプションと同じように、「=」を使用
して -encodingオプションを設定すると、JVMおよびコンパイラに
オプションが渡されるときに「=」が削除されます。JVMとコンパイ
ラでは、オプション設定に「=」を使用できません。

� loadjavaユーティリティ対応として、コマンドラインで指定した -e
は -encodingとして認識されます。 8-8ページの「loadjava互換オプ
ション」を参照してください。

� Javaプロパティ・ファイル（sqlj.propertiesや
connect.propertiesなど）には、-encodingオプションを使用
できません。プロパティ・ファイルで使用される文字コードは、常に
8859_1となっています。この特徴は、Java全般に当てはまるのに対
し、SQLJでは特にそうした決まりはありません。ただし、Unicode
のエスケープ・シーケンスなら、プロパティ・ファイルで使用できま
す。 （ネイティブ・コードのファイル用のエスケープ・シーケンスを
作成するには、native2asciiユーティリティを使用します。9-24
ページの「native2asciiによるソース・ファイルの文字コードの変換」
を参照してください。）
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相対ディレクトリ・パスを指定すると、カレント・ディレクトリがルートになります。

javac互換として、コマンドラインでこのオプションを指定するときは、次のようにスペー
スまたは「=」を使用できます。（次の例では、どちらもルート・ディレクトリ /rootの下
に、プロファイル・ファイルが生成されます。）

-d=/root

-d /root

プロパティ・ファイルで -dを指定するときは、sqlj.d=/rootのように「=」を使用しま
す。スペースは使用できません。

カレント・ディレクトリが /root/home/mydirのときに、次のように -dオプションで相
対ディレクトリ・パス mysubdir/myothersubdirを指定すると、
/root/home/mydir/mysubdir/myothersubdirをルート・ディレクトリとして、プロ
ファイル・ファイルが生成されます。

-d=mysubdir/myothersubdir

標準構文も使用できます。つまり、カレント・ディレクトリをピリオド 1個で、1レベル上
のディレクトリをピリオド 2個で表現できます。（次の 2番目の例では、1レベル上がってか
ら、平行ディレクトリ paralleldirに下がります。）

-d=.

-d=../paralleldir

-dオプションに何も指定しないと、トランスレーション処理で生成された .classファイ
ルと .serファイルは、次の場所に格納されます。

� トランスレータで生成された .javaファイルに対応する .classファイルは、生成され
た .javaファイルと同じディレクトリに格納されます。これは -dirオプションによ
る処理です。 

� コマンドラインで指定した .javaファイルの格納ディレクトリに、その .classも一緒
に格納されます。

� 元の .sqljソース・ファイルの格納ディレクトリに、.serファイルも一緒に格納され
ます。 
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コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -d=directory_path

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  -d=/topleveldir/mydir

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.d=directory_path

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.d=/topleveldir/mydir

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  none（.classファイルは .java ファイルの格納ディレクトリに、.ser
ファイルは .sqljの格納ディレクトリにそれぞれ出力されます。）

.javaファイルの出力ディレクトリ（ファイルの出力ディレクトリ（ファイルの出力ディレクトリ（ファイルの出力ディレクトリ（-dir））））
SQLJトランスレータで生成する .javaファイルのルート・ディレクトリは、-dirオプ
ションで指定します。

ディレクトリを指定すると、このディレクトリの下の該当パッケージに出力ファイルが生成
されます。たとえば、ソース・ファイルがパッケージ a.b.cにあるときに、ディレクトリ
/mydirを指定すると、出力ファイルがディレクトリ /mydir/a/b/cに格納されます。

相対ディレクトリ・パスを指定すると、カレント・ディレクトリがルートになります。

次の簡単な例では、/rootをルート・ディレクトリとして .javaファイルが生成されます。

-dir=/root

カレント・ディレクトリが /root/home/mydirのときに、次のように -dirオプションで
相対ディレクトリ・パス mysubdir/myothersubdirを指定すると、

注意注意注意注意 : 

� -dを次のように無指定にすることも可能です（プロパティ・ファイ
ル中の設定値をオーバーライドする場合）。

-d=

� この説明では、ファイル・セパレータとしてスラッシュ（/）を使用
しています。ただし、このようなオプションを実際に指定するとき
は、JVMの file.separatorシステム・プロパティで指定したオペ
レーティング・システムのファイル・セパレータを使用する必要があ
ります。

� 前述の -classpathおよび -encodingオプションと同じように、
「=」を使用して -dオプションを指定すると、オプション文字列が

JVMおよびコンパイラに渡されるときに「=」が削除されます。JVM
とコンパイラでは、オプション設定に「=」を使用できません。
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/root/home/mydir/mysubdir/myothersubdirをルート・ディレクトリとして .java
ファイルが生成されます。

-dir=mysubdir/myothersubdir

標準構文も使用できます。つまり、カレント・ディレクトリをピリオド 1個で、1レベル上
のディレクトリをピリオド 2個で表現できます。（次の 2番目の例では、1レベル上がってか
ら、平行ディレクトリ paralleldirに下がります。）

-dir=.

-dir=../paralleldir

-dirオプションを指定しないと、元の .sqljソース・ファイルと同じディレクトリにファ
イルが生成されます。（カレント・ディレクトリには生成されません。）

.sqljソース・ディレクトリを出力ディレクトリとして指定する（プロパティ・ファイルな
どで行った他の -dir設定を無効にする）には、次のように -dirオプションを使用します。

-dir=

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -dir=directory_path

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  -dir=/topleveldir/mydir

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.dir=directory_path

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.dir=/topleveldir/mydir

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  なし（.sqljソース・ファイルのディレクトリが使用されます。）

注意注意注意注意 : 

� -dオプションでなく、-dirオプションを指定した場合は、その際に
-dirで指定したディレクトリに、生成済みの .classファイルが一
緒に格納されます。ただし、生成済みの .serファイルの格納先は、
.sqljファイルと同じディレクトリとなります。

� この説明では、ファイル・セパレータとしてスラッシュ（/）を使用
しています。ただし、このようなオプションを指定するときは、JVM
の file.separatorシステム・プロパティで指定した、オペレー
ティング・システム固有のファイル・セパレータを使用する必要があ
ります。
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接続オプション接続オプション接続オプション接続オプション
オンライン・セマンティクス・チェック用のデータベース接続の際は、次のオプションを使
用します。

� -user

� -password

� -url

� -default-url-prefix

� -driver

SQLJトランスレータは、アプリケーション実行時と同じデータベースまたはスキーマに接
続する必要はありません。アプリケーションのソース・コード中の接続情報は、SQLJオプ
ションの接続情報とは別々に指定できます。

たとえば、開発環境と実行環境が異なる場合は、トランスレーション時と実行時にそれぞれ
別の接続を使用できます。

オンライン・セマンティクス・チェックとユーザー名（オンライン・セマンティクス・チェックとユーザー名（オンライン・セマンティクス・チェックとユーザー名（オンライン・セマンティクス・チェックとユーザー名（-user））））
データベース接続を行わない簡単なセマンティクス・チェックをオフライン・チェックと呼
びます。データベース接続を使用するより完璧なセマンティクス・チェックをオンライン・
チェックと呼びます。オンライン・チェックには、SQLJの厳密に分類するためのパラダイ
ムが大いに活用されています。つまり、型の非互換によるランタイム SQL例外がトランス
レーション段階で捕捉できるので、ユーザーがアプリケーションを実行する前に修正できま
す。

-userオプションを使用すると、オンライン・セマンティクス・チェックを有効にし、基本
スキーマのユーザー名（スキーマ名）を指定できます。基本スキーマとは、チェック実行時
にトランスレータで指定するサンプル・データベースのスキーマです。-userオプション
は、パスワードと URLも指定できます。-passwordと -urlオプションを別々に指定する
必要はありません。

-userフラグ以外では、オンライン・セマンティクス・チェックを有効化および無効化でき
ません。SQLJでは、-userオプションの有無によって、オンライン・セマンティクス・
チェックを有効化および無効化します。

-userオプションについては、次の 2つのカテゴリに分けて説明します。1）デフォルトの
接続コンテキスト・クラスのみを使用した場合の -userの結果。2）デフォルト以外または
複数の接続コンテキスト・クラスを使用した場合の -userの結果。 デフォルト以外の接続コ
ンテキスト・クラスは 7-2ページの「接続コンテキスト」を参照してください。

接続に関する一般的な検討事項（DefaultContextクラスのインスタンスを複数使用する
場合や接続コンテキスト・クラスをさらに宣言する場合など）は 4-8ページの「接続の際の
考慮事項」を参照してください。
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デフォルトの接続コンテキスト・クラスのみを使用した場合のデフォルトの接続コンテキスト・クラスのみを使用した場合のデフォルトの接続コンテキスト・クラスのみを使用した場合のデフォルトの接続コンテキスト・クラスのみを使用した場合の -userの結果の結果の結果の結果  次に、-userオ
プションの最も基本的な使用方法を示します。 

-user=scott

DefaultContextクラスのデフォルト接続などのインスタンスのみを使用すると、設定値
がすべての SQLJ実行文に適用されます。この例では、scottスキーマに対してオンライ
ン・チェックが行われます。 

パスワードまたは URL、あるいはこの両方をユーザー名と一緒に次の構文で指定することも
可能です。（パスワードの前に「/」を付け、URLの前に「@」を付けます。）

-user=scott/tiger

または、次のように指定します。

-user=scott@jdbc:oracle:oci8:@

または、次のように指定します。

-user=scott/tiger@jdbc:oracle:oci8:@

URLを -urlオプションで指定し、パスワードを対話形式または -passwordオプションで
指定する方法もあります。

オンライン・セマンティクス・チェックを無効にするには、-userオプションを空の文字列
に設定します。

-user=

注意注意注意注意 : 

� loadjavaユーティリティ対応として、-userのかわりに -uをコマ
ンドラインで指定できます。 8-8ページの「loadjava互換オプション」
を参照してください。

� ユーザー名には文字「/」または「@」を使用できません。

� コマンドラインでユーザー名を指定するときは、次のように「=」の
かわりにスペースを使用できます。

-user scott/tiger
-user@CtxClass scott/tiger
-u scott/tiger
-u@CtxClass scott/tiger

� 文字「@」を使用したパスワードは、-userオプションで設定できま
せん。-userと -passwordをそれぞれ別に設定する必要がありま
す。
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デフォルト接続や DefaultContextクラスの他のインスタンスのみを使用すると、この設
定値がすべての SQLJ実行文に適用されます。

オンライン・セマンティクス・チェックの無効化は、プロパティ・ファイルで有効にしたオ
ンライン・チェックをコマンドラインでオーバーライドする場合や、デフォルトのプロパ
ティ・ファイルで有効にしたオンライン・チェックをユーザー指定のプロパティ・ファイル
（-propsオプションで指定）でオーバーライドする場合などに便利です。

専用のユーザー名 URL.CONNECTもあります。このユーザー名を使用して、URLでデータ
ベース接続のユーザーとパスワードなどの詳細を指定できます。 このような場合の URLの詳
細は、8-36ページの「オンライン・セマンティクス・チェックに使用する接続 URL（-url）」
を参照してください。

デフォルト以外または複数の接続コンテキスト・クラスを使用した場合のデフォルト以外または複数の接続コンテキスト・クラスを使用した場合のデフォルト以外または複数の接続コンテキスト・クラスを使用した場合のデフォルト以外または複数の接続コンテキスト・クラスを使用した場合の -userの結果の結果の結果の結果  アプ
リケーションでさらに接続コンテキスト・クラスを宣言して使用する場合は、これらのクラ
スのインスタンスを使用する SQLJ実行文をテストするときに -userを使用できます。次の
ように、特定の接続コンテキスト・クラスのオンライン・チェックを行うユーザー名を指定
します。

-user@CtxClass=scott

この指定では、クラス CtxClassの接続コンテキストのインスタンスが指定されているすべ
ての SQLJ実行文に対して、scottスキーマのオンライン・チェックが行われます。

デフォルトの接続コンテキスト・クラスの場合と同様、次のように特定の接続コンテキス
ト・クラスに対するパスワードまたは URLを -userで指定できます。

-user@CtxClass=scott/tiger@jdbc:oracle:oci8:@

接続コンテキスト・クラス CtxClassは、ソース・コード中に宣言するか、あらかじめ
.classファイルにコンパイルしておく必要があります。 （詳細は、7-2ページの「接続コン
テキスト」を参照してください。）

各接続コンテキスト・クラスに対してオンライン・チェックの有効化やユーザー名の設定を
行う場合、その各クラスごとに -userオプションを個別に指定します。次に示したように、
この設定は他のユーザーには反映されません。

-user@CtxClass1=user1 -user@CtxClass2=user2 -user@CtxClass3=user3

アプリケーションで複数の接続コンテキスト・クラスを使用すると、クラスを指定していな
い -user設定が DefaultContextクラスおよび -user値を指定していないすべてのクラ
スに適用されます。ただし、-user値は、接続コンテキスト・クラスごとに指定します。通
常、接続コンテキスト・クラスは、SQLオブジェクトごとに指定されています。

接続コンテキスト・クラス CtxClass1、CtxClass2および CtxClass3を宣言し、-user
を次のように設定した場合を想定します。

-user@CtxClass2=scott/tiger -user=bill/lion
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CtxClass2のインスタンスを使用しているアプリケーション内の文が、scottスキーマと
照合されます。DefaultContext、CtxClass1または CtxClass3のインスタンスを使用
している文が、billスキーマと照合されます。

また、-userオプションでオンライン・チェックを有効にした後で、特定の接続コンテキス
トのオンライン・チェックを無効にするには、その接続コンテキストに対して空のユーザー
名で -userオプションを設定します。たとえば、セマンティクス・チェックを有効にした
後で、次のように設定すると、接続コンテキスト CtxClass2のセマンティクス・チェック
が無効になります。

-user@CtxClass2=

CtxClass2のインスタンスである接続オプションを指定した SQLJ実行文に対するオンラ
イン・セマンティクス・チェックが無効になります。

デフォルトの接続コンテキスト・クラスおよびユーザー名を指定しなかった接続コンテキス
ト・クラスのオンライン・セマンティクス・チェックを無効にするには、次のように指定し
ます。

-user=

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -user<@conn_context_class>=username</password><@url>

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  
-user=scott
-user=scott/tiger
-user=scott@jdbc:oracle:oci8:@
-user=scott/tiger@jdbc:oracle:oci8:@
-user=
-user=URL.CONNECT
-user@Context=scott/tiger
-user@Context=

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.user<@conn _context_class>=username</password><@url>

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  
sqlj.user=scott
sqlj.user=scott/tiger
sqlj.user=scott@jdbc:oracle:oci8:@
sqlj.user=scott/tiger@jdbc:oracle:oci8:@
sqlj.user=
sqlj.user=URL.CONNECT
sqlj.user@CtxClass=scott/tiger
sqlj.user@CtxClass=

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  なし（オンライン・セマンティクス・チェックはありません。）
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オンライン・セマンティクス・チェック時のユーザー・パスワードオンライン・セマンティクス・チェック時のユーザー・パスワードオンライン・セマンティクス・チェック時のユーザー・パスワードオンライン・セマンティクス・チェック時のユーザー・パスワード
（（（（-password））））
-passwordオプションでは、オンライン・セマンティクス・チェック用のデータベース接
続で使用するユーザー・パスワードを指定します。-password値を有効にするには、
-userオプションも設定する必要があります。 

-userオプションでパスワードを指定することも可能です。 （8-30ページの「オンライン・
セマンティクス・チェックとユーザー名（-user）」を参照してください。）パスワードを
-userオプションで指定した場合は、接続コンテキスト・クラスに対して -passwordを使
用しないでください。-userオプションの値が優先されます。

-passwordオプションの大半の機能は、-userオプションの機能に相当します。つまり、
アプリケーションで DefaultContextのデフォルト接続などのインスタンスのみを使用す
る場合は、すべての SQLJ文のチェックに使用するスキーマのパスワードを次のように指定
します。

-password=tiger

CtxClass1などの接続コンテキスト・クラスをさらに宣言して使用する場合は、これらの
接続コンテキスト・クラスを使用する文をテストするために追加するスキーマを -userオ
プションで指定できます。同様に、これらのスキーマのパスワードを次のように
-passwordオプションで指定できます。

-password@CtxClass1=tiger

接続コンテキスト・クラスのパスワードを -passwordまたは -userで設定しないと、デ
フォルトの接続コンテキスト・クラスに対して設定されているパスワードが使用されます。
デフォルトの接続コンテキスト・クラスに対してパスワードを指定しないと、パスワードを
問い合せる SQLJの対話型プロンプトが表示されます。ユーザー定義の接続コンテキスト・
クラスに対してパスワードを設定しないと、パスワードを問い合せる SQLJの対話型プロン
プトが表示されます。 ただし、ユーザー名に URL.CONNECTを使用する場合は例外です。
8-30ページの「オンライン・セマンティクス・チェックとユーザー名（-user）」を参照して
ください。この場合、ユーザー名とパスワードは -urlで指定した文字列から特定されま
す。-passwordオプションの設定値は無視されます。

注意注意注意注意 : -userオプションと -urlオプションとでは、ユーザー、パス
ワードおよび URLを指定する書式が異なることに注意してください。
（-urlオプションでは、ユーザーとパスワードを URLの一部として

JDBCドライバ・タイプのすぐ後ろに指定しますが、-userオプションで
は、まずユーザーとパスワードを指定し、その後ろに URLを指定しま
す。） 8-36ページの「オンライン・セマンティクス・チェックに使用する接
続 URL（-url）」も参照してください。
8-34  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス



基本的なトランスレータ・オプション
-passwordオプションの設定値を無効にし、対話型プロンプトで入力を要求するには、プ
ロパティ・ファイルなどで空のパスワードを設定します。次のように、DefaultContext
クラスまたは特定の接続コンテキスト・クラスに対して設定できます。

-password=

または、次のように指定します。

-password@CtxClass1=

実際に空のパスワードでログインするには、次のように EMPTY.PASSWORDを指定します。

-password=EMPTY.PASSWORD

または、次のように指定します。

-password@CtxClass2=EMPTY.PASSWORD

ただし、Oracleでは空のパスワードを使用できません。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -password<@conn_context_class>=user_password

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  
-password=tiger
-password=
-password=EMPTY.PASSWORD
-password@CtxClass=tiger

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.password<@conn_context_class>=user_password

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  
sqlj.password=tiger
sqlj.password=
sqlj.password=EMPTY.PASSWORD
sqlj.password@CtxClass=tiger

注意注意注意注意 : 

� コマンドラインで指定した -pは、-passwordとして認識されます。 

� コマンドラインでパスワードを設定するときは、次のように「=」の
かわりにスペースを使用できます。

-password tiger
-password@CtxClass tiger
-p tiger
-p@CtxClass tiger
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基本的なトランスレータ・オプション
デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  なし

オンライン・セマンティクス・チェックに使用する接続オンライン・セマンティクス・チェックに使用する接続オンライン・セマンティクス・チェックに使用する接続オンライン・セマンティクス・チェックに使用する接続 URL（（（（-url））））
-urlオプションでは、オンライン・セマンティクス・チェックのためのデータベース接続
の確立に使用する URLを指定します。必要に応じて、URLにホスト名、ポート番号および
Oracleデータベース SIDを指定できます。

また、-userオプション設定の一部として URLを指定することも可能です。（8-30ページ
の「オンライン・セマンティクス・チェックとユーザー名（-user）」を参照してください。）
接続コンテキスト・クラスの URLを -userオプションで設定した場合は、その設定が優先
されます。この場合は、接続コンテキスト・クラスに -urlオプションを使用しないでくだ
さい。

-urlオプションの大半の機能は、-userオプションの機能に相当します。つまり、アプリ
ケーションで DefaultContextのデフォルト接続などのインスタンスのみを使用する場合
は、すべての SQLJ文のチェックのためのデータベース接続に使用する URLを、次のように
指定します。

-url=jdbc:oracle:oci8:@

URLにホスト名、ポート番号および SIDを含める場合は、次のように指定します。

-url=jdbc:oracle:thin:@hostname:1521:orcl

URL設定の最初に jdbc:が付かない場合、設定形式は host:port:sidであると見なされ
ます。この場合、デフォルトでは、設定の最初に次の接頭辞が自動的に付けられます。

jdbc:oracle:thin:@

たとえば、-url設定を localhost:1521:orclにすると、自動的に次のようになります。

jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl

このデフォルトの動作を削除または変更するには、-default-url-prefixオプションを
使用します。 詳細は、8-38ページの「デフォルトの URL接頭辞（-default-url-prefix）」を参
照してください。

ユーザーおよびパスワードは、-userおよび -password設定ではなく、-url設定でも指
定できます。この場合は、次に示すように、-userを URL.CONNECTに設定します。

-url=jdbc:oracle:oci8:scott/tiger@ -user=URL.CONNECT

たとえば CtxClass1など、追加の接続コンテキスト・クラスを宣言して使用する場合は、
その接続コンテキスト・クラスを使用する文のテストのための、基本スキーマを追加指定し
ます。次に示す例のように、これらのスキーマの URLは -urlオプションで指定できます。

-url@CtxClass1=jdbc:oracle:oci8:@
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-url設定と -user設定のいずれでも URLが設定されていない接続コンテキスト・クラス
の場合は、デフォルトの接続コンテキスト・クラスに設定されている URLが使用されます。
ただし、デフォルトのコンテキスト・クラスに URLが設定されていることを前提とします。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -url<@conn_context_class>=URL

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  
-url=jdbc:oracle:oci8:@
-url=jdbc:oracle:thin:@hostname:1521:orcl
-url=jdbc:oracle:oci8:scott/tiger@
-url=hostname:1521:orcl
-url@CtxClass=jdbc:oracle:oci8:@

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.url<@conn_context_class>=URL

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  
sqlj.url=jdbc:oracle:oci8:@
sqlj.url=jdbc:oracle:thin:@hostname:1521:orcl
sqlj.url=jdbc:oracle:oci8:scott/tiger@
sqlj.url=hostname:1521:orcl
sqlj.url@CtxClass=jdbc:oracle:oci8:@

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  jdbc:oracle:oci8:@

注意注意注意注意 : 

� URLが設定されている接続コンテキスト・クラスには、ユーザー名も
設定されていることが必要です。設定されていないと、オンライン・
チェックが行われません。

� 次に示す例のように、コマンドラインの URL設定では、「=」のかわ
りにスペースを使用できます。

-url jdbc:oracle:oci8:@
-url@CtxClass jdbc:oracle:oci8:@

注意注意注意注意 : -userオプションと -urlオプションとでは、ユーザー、パス
ワードおよび URLを指定する書式が異なることに注意してください。
（-urlオプションでは、ユーザーとパスワードを URLの一部として

JDBCドライバ・タイプのすぐ後ろに指定しますが、-userオプションで
は、まずユーザーとパスワードを指定し、その後ろに URLを指定しま
す。） 8-30ページの「オンライン・セマンティクス・チェックとユーザー名
（-user）」も参照してください。
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デフォルトのデフォルトのデフォルトのデフォルトの URL接頭辞（接頭辞（接頭辞（接頭辞（-default-url-prefix））））
URL設定の最初に jdbc:が付いていない場合、デフォルトでは、次の接頭辞が自動的に付
けられます。

jdbc:oracle:thin:@

このため、-userと -urlのいずれのオプションで URLを設定する場合でも、データベー
スのホスト、ポートおよび SIDの指定のみです。次のように URLを指定するとします。

-url=myhost:1521:orcl

または、次のように指定します。

-user=scott/tiger@myhost:1521:orcl

デフォルトでは、URLが次のように解釈されます。

jdbc:oracle:thin:@myhost:1521:orcl

次の例のように、URLの指定が jdbc:で開始される場合、デフォルトの接頭辞は使用され
ません。

-url=jdbc:oracle:oci8:@orcl

デフォルトの接頭辞を変更または削除するには、-default-url-prefixオプションを使
用します。たとえば、デフォルトの URL設定で Thinドライバのかわりに OCI8ドライバを
使用するには、デフォルトの接頭辞を次のように設定します。

-default-url-prefix=jdbc:oracle:oci8:@

このように接頭辞を設定した場合、-url=orclと指定すると、
-url=jdbc:oracle:oci8:@orclになります。

接頭辞を付けないようにするには、次に示すように、-default-url-prefixオプション
を空の文字列に設定します。

-default-url-prefix=

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -default-url-prefix=url_prefix

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  
-default-url-prefix=jdbc:oracle:oci8:@
-default-url-prefix=

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.default-url-prefix=url_prefix

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  
sqlj.default-url-prefix=jdbc:oracle:oci8:@
sqlj.default-url-prefix=
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デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  jdbc:oracle:thin:@

オンライン・セマンティクス・チェッオンライン・セマンティクス・チェッオンライン・セマンティクス・チェッオンライン・セマンティクス・チェックのために登録するクのために登録するクのために登録するクのために登録する JDBCドライバドライバドライバドライバ
（（（（-driver））））
-driverオプションでは、オンライン・セマンティクス・チェックに使用する JDBC接続
URLの解釈のために登録する、JDBCドライバ・クラスを指定します。ドライバ・クラスま
たはカンマで区切られたクラスのリストを指定します。

デフォルトの OracleDriverでは、Oracleデータベースでの Oracle OCI8、Thinおよび
サーバー側 JDBCドライバの使用がサポートされています。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -driver=driver1<,driver2,driver3,...>

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  
-driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
-driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver,sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.driver=driver1<,driver2,driver3,...>

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  
sqlj.driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
sqlj.driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver,sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  oracle.jdbc.driver.OracleDriver

レポートと行マッピングのオプションレポートと行マッピングのオプションレポートと行マッピングのオプションレポートと行マッピングのオプション
次に示す各オプションでは、SQLJがモニターする条件、リアルタイム・エラーとステータ
ス・メッセージを生成するかどうか、およびトランスレータのエラー・メッセージに原因と
処置の情報を含めるかどうかを指定します。

� -warn

� -status

� -explain

次のオプションを使用すると、生成済みの Java.classファイルから元の .sqljソース・
ファイルへの行マッピングができます。この行マッピングを行うと、ランタイム・エラーに
ついて、元のソース・コードの該当箇所を確認できます。-jdblinemapを Sun 
Microsystemsの jdbデバッガで使用する方法と、-linemapを使用する方法があります。

� -linemap

� -jdblinemap
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トランスレータからの警告（トランスレータからの警告（トランスレータからの警告（トランスレータからの警告（-warn））））
SQLJトランスレータでは、トランスレーション時の状況に応じて、様々な警告や情報メッ
セージが表示されます。-warnオプションは、どの警告やメッセージを表示するかを指定す
る一連のフラグで構成されます（つまり、このオプションでは、モニターする条件と無視す
る条件を指定します）。 

この オプションのすべてのフラグは、単一のカンマで区切られた文字列に結合されることが
必要です。 

表 8-2に、テストする状況、フラグ値 trueの意味、各状況に対するフラグ値 trueおよび
falseの意味、およびデフォルトの値を示します。 

verbose/noverboseフラグは、他のフラグとは異なった働きをします。このフラグに
よって、特定のテストが有効になることはありませんが、セマンティクス・チェックについ
ての概要メッセージの出力が有効になります。

表表表表 8-2 SQLJの警告のテストとフラグの警告のテストとフラグの警告のテストとフラグの警告のテストとフラグ 

テストおよびフラグ機能テストおよびフラグ機能テストおよびフラグ機能テストおよびフラグ機能 TRUE/FALSE値値値値

データ精度のテスト -precisionを有効にした場合、データベース
の列から Javaホスト変数に値を移動した際にデータの精度が失われ
る可能性があると、警告メッセージが表示されます。

precision（デフォルト）

noprecision

NULL化可能なデータの変換ロスのテスト -nullsを有効にした場
合、データベースの列から Javaホスト変数に NULL化可能の列また
は NULL化可能の Java型を移動した際に、変換でデータの損失が発
生する可能性があると、警告メッセージが表示されます。

nulls（デフォルト）

nonulls

移植可能性のテスト -portableを有効にすると、SQLJ句の移植可
能性がチェックされ、移植できない句があると警告メッセージが表示
されます。（ベンダー固有の型や機能など、SQLJの拡張機能が使用さ
れていると、移植ができません。）

portable

noportable（デフォル
ト）

名前指定イテレータの厳密マッチングのテスト -strictを有効にす
ると、データベースから選択した列の数とデータが取り込まれている
名前指定イテレータ内の列の数が一致することが、SQLJでの必須条
件になります。データベース・カーソル内の列に対応する列がイテ
レータにないと、警告が生成されます。nostrictを設定した場合、
データベース・カーソル内の列数を、イテレータ内の列数より多くす
ることが可能になります（ただし、イテレータ内の列数未満にはでき
ません）。一致しない列は無視されます。 

strict（デフォルト）

nostrict

トランスレーション時の情報メッセージ -verboseを有効にすると、
オンライン・チェック用に確立されたデータベース接続など、トラン
スレーション処理についての追加の情報メッセージが生成されます。

verbose

noverbose（デフォルト）

警告をすべて有効または無効にします。 all

なし
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グローバルな all/noneフラグは、デフォルトの設定に優先します。このフラグを使用する
と、すべてのフラグが有効または無効にすることが可能になります。または、選択されてい
るフラグを有効にする前にすべてのフラグを無効にする、あるいはその反対の動作をするよ
うに、このフラグで初期化することも可能です。 

allを設定すると、次のように指定した場合と同じ結果になります。

precision,nulls,portable,strict,verbose

noneを設定すると、次のように指定した場合と同じ結果になります。

noprecision,nonulls,noportable,nostrict,noverbose

all/noneのデフォルトはありません。個々のフラグのデフォルトのみがあります。

たとえば、次のシーケンスでは、nullsフラグのみが有効になります。

-warn=none,nulls

次のシーケンスでも、verbose設定が無効にされるため、同じ結果になります。

-warn=verbose,none,nulls

次のシーケンスでは、移植可能性フラグ以外のすべてが有効になります。

-warn=all,noportable

次のシーケンスでも、nonulls設定が無効にされるため、同じ結果になります。

-warn=nonulls,all,noportable

all/noneフラグ以外の -warn設定フラグの位置は重要ではありません。ただし、競合す
る設定の場合は別です。-warn=portable,noportableのように競合が発生する場合は、
最後に配置された（最右端の）設定が使用されます。

プロパティ・ファイルとコマンドラインで別々に -warnオプションを設定しても、両方の
設定が受け付けられることはありません。最後の設定のみが処理されます。次の例では、
-warn=portable設定は無視されます。このフラグ、および nulls/nonulls以外のすべ
てのフラグは、それぞれのデフォルト設定に従って処理されます。

-warn=portable -warn=nonulls

注意注意注意注意 : -warn=verboseフラグと -statusフラグを混同しないでくだ
さい。-statusフラグを有効にすると、トランスレーション、セマン
ティクス・チェック、コンパイルおよびプロファイルのカスタマイズな
ど、SQLJトランスレーションにかかわるすべての処理についての情報
メッセージが、リアルタイムで提供されます。これに対して
-warn=verboseフラグでは、トランスレーションの後に、トランスレー
ション・フェーズについてのみ、追加情報が提供されます。
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コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -warn=comma-separated_list_of_flags

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  -warn=none,nulls,precision

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.warn=comma-separated_list_of_flags

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.warn=none,nulls,precision

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  precision,nulls,noportable,strict,noverbose

リアルタイムのステータス・メッセージ（リアルタイムのステータス・メッセージ（リアルタイムのステータス・メッセージ（リアルタイムのステータス・メッセージ（-status））））
-statusフラグを有効にすると、トランスレーション、セマンティクス・チェック、コン
パイルおよびカスタマイズなど、すべての SQLJ処理について追加のステータス・メッセー
ジが出力されます。SQLJ操作の各ステージで各ファイルが処理されると、メッセージが出
力されます。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -status=true/false

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  -status=true

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.status=true/false

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.status=false

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  false

注意注意注意注意 : 精度、NULL化可能性および厳密性の各テストは、オンライン・
セマンティクス・チェックの一部であり、データベース接続が必要です。

注意注意注意注意 : 

� -warn=verboseフラグと -statusフラグを混同しないでください。
-statusフラグでは、SQLJトランスレーションにかかわるすべての
処理についての情報メッセージが、リアルタイムで提供されます。こ
れに対して -warn=verboseフラグでは、トランスレーションの後
に、トランスレーション・フェーズについてのみ、追加情報が提供さ
れます。

� loadjavaユーティリティとの互換性については、-vがコマンドライ
ンで指定されると、-statusに相当すると認識されます。 8-8ページ
の「loadjava互換オプション」を参照してください。
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トランスレータ・エラーの原因と処置（トランスレータ・エラーの原因と処置（トランスレータ・エラーの原因と処置（トランスレータ・エラーの原因と処置（-explain））））
-explainフラグを有効にすると、トランスレータでエラーが最初に発生したときのみ、出
力されるエラー・メッセージに原因および処置の情報が（ある場合は）出力されます。

この情報については、B-2ページの「トランスレーション時のメッセージ」以降に解説しま
す。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -explain=true/false

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  -explain=true

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.explain=true/false

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.explain=false

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  false

SQLJソース・ファイルとの行マッピング（ソース・ファイルとの行マッピング（ソース・ファイルとの行マッピング（ソース・ファイルとの行マッピング（-linemap））））
-linemapフラグを有効にすると、SQLJソース・コード・ファイルの行番号が、対応する
.classファイルの場所にマッピングされます。（このファイルは、SQLJトランスレータで
生成された .javaファイルのコンパイルで生成される .classファイルになります。）この
マッピングにより、Javaランタイム・エラーが発生した場合に、SQLJソース・コードの行
番号と同じ行番号が JVMによって報告され、デバッグがはるかに容易になります。 

通常、.classファイル内の命令は、対応する .javaファイル内のソース・コードの行に
マッピングされます。ただし、生成された .javaファイル内の行番号を元の .sqljファイ
ル内の行番号にマッピングする必要があるため、SQLJ開発者にはあまり役に立ちません。

SQLJトランスレータは、-linemapオプションを実装するように、.classファイルを修
正します。その結果、生成された .javaファイルの行番号とファイル名が、元の .sqlj
ファイルの対応する行番号とファイル名で置き換えられます。この処理を、クラス・ファイ
ルのインストルメントと呼びます。

SQLJでこの処理を行う際には、次の設定が考慮されます。

� .classファイルのルート・ディレクトリを決定する -dオプション設定

� 生成された .javaファイルのルート・ディレクトリを決定する -dirオプション設定
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コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -linemap=true/false

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  -linemap=true

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.linemap=true/false

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.linemap=false

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  false

jdbデバッデバッデバッデバッガでのガでのガでのガでの SQLJソース・ファイソース・ファイソース・ファイソース・ファイルへの行ルへの行ルへの行ルへの行マッピングマッピングマッピングマッピング（（（（-jdblinemap））））
このオプションと機能が同様のものとしては -linemapオプション（前述）がありますが、
Sun Microsystemsの JDKで提供される jdbデバッガを使用する場合は、この jdblinemap
の方を使用する必要があります。

この理由は、jdbからアクセスできるソース・ファイルが .javaファイルという拡張子付
きのものに限られているためです。-jdblinemapの機能は、次のとおりです。

� トランスレータで生成された .javaファイルの内容を、元の .sqljファイルの内容で
上書きします。 

� 生成された .classファイルの中にあるファイル名のうち、.sqljファイル名でなく
.javaファイル名を保持します。

このため SQLJソース・コードから jdbへのアクセスが可能になっています。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -jdblinemap=true/false

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  -jdblinemap=true

注意注意注意注意 : 

� .sqljファイルの処理でエラーのためにコンパイルが行われなかった
場合は、マッピング用の .classファイルが生成されないため、行
マッピングも行われません。 

� SQLJから Javaコンパイラが起動された場合、元の .sqljソース・
ファイルの行番号を使用して、コンパイル・エラーが出力されます。
生成された .javaファイルの行番号は使用されません。このマッピ
ングには、オプションの設定は必要ありません。

� .sqljファイル内の無名クラスは、インストルメントされません。

� Sun Microsystemsjdbデバッガを使用する際は、-linemapオプショ
ンのかわりに、-jdblinemapオプション（次に解説）を使用します。
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プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.jdblinemap=true/false

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.jdblinemap=false

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  false

拡張トランスレータ・オプション拡張トランスレータ・オプション拡張トランスレータ・オプション拡張トランスレータ・オプション
ここでは、SQLJを実行する際に指定できる、拡張オプションとフラグの構文および機能に
ついて説明します。また、JVM、Javaコンパイラまたは SQLJプロファイル・カスタマイザ
にオプションを渡す際に使用する接頭辞についても説明します。こうしたオプションを使用
すると、Oracle SQLJの拡張機能を実行できます。 sqlj.propertiesなど、プロパティ・
ファイルで指定することも可能なオプションの構文の詳細は、8-13ページの「プロパティ・
ファイルによるオプション設定」を参照してください。

Java規格以外の環境を使用するときに設定する詳細オプションについては、8-60ページの
「トランスレータによる代替環境のサポートとオプション」で説明します。 基本的なコマンド
ライン・フラグとコマンドライン・オプションについては、8-18ページの「基本的なトラン
スレータ・オプション」で説明しています。 

オプション設定を他の実行可能プログラムに渡す接頭辞オプション設定を他の実行可能プログラムに渡す接頭辞オプション設定を他の実行可能プログラムに渡す接頭辞オプション設定を他の実行可能プログラムに渡す接頭辞
Javaインタプリタ、Javaコンパイラおよび SQLJプロファイル・カスタマイザに渡すオプ
ションには、それぞれ次のフラグが付けられます。

� -J（Javaインタプリタに渡すオプションに付きます。）

� -C（Javaコンパイラに渡すオプションに付きます。）

� -P（プロファイル・カスタマイザに渡すオプションに付きます。）

Java仮想マシンに渡すオプション（仮想マシンに渡すオプション（仮想マシンに渡すオプション（仮想マシンに渡すオプション（-J））））
SQLJを起動した JVMに渡すオプションをコマンドラインで指定するときは、-J接頭辞を
付けます。この接頭辞は、JVMオプションのすぐ前に入力します。スペースは挿入しませ
ん。sqljスクリプトにより、Javaオプションは -J接頭辞が削除された後で JVMに渡され
ます。

次にその例を示します。

-J-Duser.language=ja

sqljスクリプトにより、-Duser.language引数は -J接頭辞が削除された後で JVMに渡
されます。Sun Microsystemsの JDKでは、フラグ -Duser.language=jaを指定すると、
システム・プロパティ user.languageが値 ja（日本語の意）に設定されます。ただし、
使用する Java実行可能プログラムに依存するフラグを使用すると、sqljスクリプトで解釈
や動作の決定が行われない場合もあります。
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プロパティ・ファイルは JVMの起動後に読み取られるため、プロパティ・ファイルから
JVMにオプションを渡すことは不可能です。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -J-Java_option

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  -J-Duser.language=ja

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  該当なし

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  該当なし

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  該当なし

Javaコンパイラに渡すオプション（コンパイラに渡すオプション（コンパイラに渡すオプション（コンパイラに渡すオプション（-C））））
sqljスクリプトで起動された Javaコンパイラに渡すオプションには、-C接頭辞を付けま
す。この接頭辞は、Javaコンパイラ・オプションのすぐ前に入力します。スペースは挿入し
ません。sqljスクリプトにより、コンパイラ・オプションは -C接頭辞が取り除かれた後
で Javaコンパイラに渡されます（通常は javacですが、javac以外を使用してもかまいま
せん）。

注意注意注意注意 : 

� プロパティ・ファイルを使用して、SQLJトランスレータが実行され
ている JVMに直接オプションを渡すことはできません。ただし、こ
の目的で環境変数 SQLJ_OPTIONSを使用することは可能です。 8-16
ページの「環境変数 SQLJ_OPTIONSによるオプションの設定」を参
照してください。一方、Javaコンパイラが実行されている JVMにオ
プションを渡す際は、プロパティ・ファイルがあればそれを使用しま
す。 詳細は、8-46ページの「Javaコンパイラに渡すオプション（-C）」
を参照してください。

� Javaプロパティ・ファイル（sqlj.propertiesや
connect.propertiesなど）には、file.encoding設定値を使用
できません。プロパティ・ファイルで使用される文字コードは、常に
8859_1となっています。この特徴は、Java全般に当てはまるのに対
し、SQLJでは特にそうした決まりはありません。ただし、Unicode
のエスケープ・シーケンスなら、プロパティ・ファイルで使用できま
す。 （エスケープ・シーケンスを決める際は、native2asciiユー
ティリティを使用することをお薦めします。9-24ページの
「native2asciiによるソース・ファイルの文字コードの変換」を参照し
てください。）
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次にその例を示します。

-C-nowarn

sqljスクリプトにより、-nowarn引数は -C接頭辞が取り除かれた後でコンパイラに渡さ
れます。-nowarnフラグは、コンパイル中に警告メッセージが表示されないようにする
javacオプションです。

Javaコンパイラ・オプションの 1つである -classpathは、コンパイラに渡される際に多
少の修正を加えられます。その他すべてのコンパイラ・オプションは、修正なしでコンパイ
ラに渡されます。（JVMとコンパイルに同じ CLASSPATH設定を行うには、-J-classpath
と -C-classpathのかわりに、SQLJの -classpathオプションを使用します。）

次の構文を使用して、Javaコンパイラの CLASSPATH設定を指定します。

-C-classpath=path

次にその例を示します。

-C-classpath=/user/jdk/bin

SQLJ解析には等号が必要です。ただし、オプションが Javaコンパイラに渡されるときに
は、等号がスペースに置き換えられます。-Cが取り除かれ、等号がスペースに置き換えら
れた後、オプションがコンパイラに渡されます。

-classpath /user/jdk/bin

Javaコンパイラがそれ自体の JVMで実行されている場合は、コンパイラ経由でオプション
を JVMに渡せます。この操作を行うには、JVMオプションに接頭辞の -C-Jを付けます。
接頭辞と JVMオプションの間には、スペースを挿入しません。

次にその例を示します。

-C-J-Duser.language=de

-C接頭辞を使用するときは、次の制約を守ってください。

� Javaコンパイラで処理された .javaファイルの文字コードの指定には、-C-encoding
を使用しないでください。かわりに、SQLJの -encodingオプションを使用します。
このオプションでは、SQLJで処理された .sqljファイルの文字コード、および SQLJ
で生成された .javaファイルの文字コードを指定します。このオプションはコンパイ
ラに渡されます。このオプションを使用すると、.sqljファイルと .javaファイルが
同じ文字コードを受け取ります。 （-encodingオプションの詳細は、8-25ページの
「入力および出力ソース・ファイルの文字コード（-encoding）」を参照してください。）

� .classファイル用の出力ディレクトリの指定には、-C-dを使用しないでください。か
わりに、SQLJの -dオプションを使用します。このオプションでは、生成されたプロ
ファイル・ファイル（.ser）用の出力ディレクトリを指定します。このオプションは
Javaコンパイラに渡されます。このオプションを使用すると、.classファイルと
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.serファイルが同じディレクトリに置かれます。 （-dオプションの詳細は、8-26ペー
ジの「.serおよび .classファイルの出力ディレクトリ（-d）」を参照してください。）

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -C-Java_compiler_option

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  -C-nowarn

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  compile.Java_compiler_option

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  compile.nowarn

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  該当なし

プロファイル・カスタマイザに渡すオプション（プロファイル・カスタマイザに渡すオプション（プロファイル・カスタマイザに渡すオプション（プロファイル・カスタマイザに渡すオプション（-P））））
カスタマイズ・フェーズでは、sqljスクリプトにより、フロントエンドのカスタマイザ・
ハーネスが起動されます。このカスタマイザ・ハーネスは、カスタマイズ処理を調整し、特
定のカスタマイザを実行します。カスタマイズのオプションには、次のように -P接頭辞を
付けます。

� -P接頭辞のみを使用すると、どのカスタマイザにも適用される汎用的なオプションが、
カスタマイザ・ハーネスに渡されます。 

� -P-C接頭辞を使用すると、ベンダー固有のオプションが、使用するカスタマイザに渡
されます。

注意注意注意注意 : 

� 前述の -classpathの説明では、ファイル・セパレータにスラッシュ
（/）を使用しています。ただし、このようなオプションを指定すると
きは、JVMの file.separatorシステム・プロパティで指定した、
オペレーティング・システム固有のファイル・セパレータを使用する
必要があります。

� コンパイラ・オプションを指定していても、コンパイルを無効にする
（-compile=false）と、コンパイラ・オプションは無視されます。

� コンパイラのヘルプ・オプション（-helpがコンパイラでサポートさ
れている場合は -C-help）は、コマンドラインまたは
SQLJ_OPTIONS変数でのみ指定できます。プロパティ・ファイルで
は指定できません。SQLJの -helpオプションと同様に、トランス
レーションは行われません。処理するファイルを指定しても実行され
ません。（SQLJでは、ヘルプとトランスレーションの両方でなく、ど
ちらか一方を実行することが前提となっています。）
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-P接頭辞と -P-C接頭辞は、カスタマイザ・オプションのすぐ前に入力します。スペース
は挿入しません。sqljスクリプトにより、カスタマイザ・オプションは接頭辞が取り除か
れた後で、プロファイル・カスタマイザに渡されます。

SQLJの -default-customizerオプションで定義されたデフォルトのカスタマイザを
オーバーライドする場合にも、-P接頭辞を使用します。

-P-customizer=your_customizer_class

次に示すのは、汎用的なオプションの例です。

-P-backup

-backupフラグは、新しいカスタマイズ結果を生成する前に既存のカスタマイズ結果を
バックアップする、汎用的なカスタマイザ・オプションです。 

次に示すのは、ベンダー固有のカスタマイザ・オプションの例です（ここでは、Oracle固有
のカスタマイザ・オプションを使用しています）。

-P-Csummary

summaryフラグは、実行されたカスタマイズの情報を出力する、Oracleカスタマイザ・オ
プションです。

汎用的なカスタマイザ・オプションと Oracle固有のカスタマイザ・オプションの詳細は、
10-10ページの「カスタマイズ・オプションとカスタマイザの選択」を参照してください。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-<C>profile_customizer_option

注意注意注意注意 : 

� -P-Cとベンダー固有のカスタマイザ・オプションの間には、ハイフ
ンを挿入しません。他の接頭辞や他の接頭辞の組合せの場合は、接頭
辞とオプションの間にハイフンを付けます。

� カスタマイザのヘルプ・オプション（-P-help）は、コマンドライン
または SQLJ_OPTIONS変数でのみ指定できます。プロパティ・ファ
イルでは指定できません。SQLJの -helpオプションと同様に、トラ
ンスレーションは行われません。処理するファイルを指定しても実行
されません。（SQLJでは、ヘルプとトランスレーションの両方でな
く、どちらか一方を実行することが前提となっています。）

� カスタマイズ・オプションを指定していても、.sqljファイルのカス
タマイズを無効にする（また、コマンドラインに .serファイルがな
い）と、カスタマイズ・オプションは無視されます。
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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  
-P-driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
-P-Csummary

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.<C>profile_customizer_option

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  
profile.driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
profile.Csummary

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  該当なし

特殊処理のフラグ特殊処理のフラグ特殊処理のフラグ特殊処理のフラグ
前述のように、通常の場合、.sqljファイルは SQLJトランスレータ、Javaコンパイラおよ
び SQLJプロファイル・カスタマイザで処理されます。次のフラグは、この処理に制限を付
けるものです。SQLJの起動スクリプトで、指定された過程が省略されます。

� -compile

� -profile

SQLJでは次のフラグを指定した場合、シリアル化されたリソース（.ser）ファイルのプロ
ファイルが、カスタマイズ後に classファイルに変換されます。

� -ser2class

次のフラグを指定すると、特定の状況のもとで SQLJの型解決が行われます。ソース・ファ
イルの他、classファイルや SQLJコマンドラインから指定したファイルが検査の対象となり
ます。

� -checksource

コンパイル・フラグ（コンパイル・フラグ（コンパイル・フラグ（コンパイル・フラグ（-compile））））
-compileフラグでは、コンパイラによる .javaファイルの処理が、有効または無効にさ
れます。この設定は、生成された .javaファイルとコマンドラインで指定された .java
ファイルの両方に適用されます。たとえば、javac以外のコンパイラを使用して、.java
ファイルを後でコンパイルをする場合、このフラグを使用すると便利です。このフラグのデ
フォルト値は trueです。falseに設定すると、コンパイルが無効になります。 

 -compile=falseを指定して .sqljファイルを処理する場合は、必要に応じて、後でコ
ンパイルとカスタマイズを行います。
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コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -compile=true/false

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  -compile=false

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.compile=true/false

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.compile=false

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  true（コンパイル）

プロファイル・カスタマイズ・フラグ（プロファイル・カスタマイズ・フラグ（プロファイル・カスタマイズ・フラグ（プロファイル・カスタマイズ・フラグ（-profile））））
-profileフラグでは、SQLJプロファイル・カスタマイザによる、生成されたプロファイ
ル（.ser）ファイルの処理が、有効または無効にされます。この設定は、SQLJトランス
レータによって、現行のコマンドラインで指定した .sqljファイルから生成された .ser
ファイルにのみ適用されます。コマンドラインで指定した、前に生成された .serファイル
（または .jarファイル）には適用されません。このフラグのデフォルト値は trueです。
falseに設定すると、カスタマイズが無効になります。

このオプションは、コマンドラインで指定したファイルの -compileオプションとは異なっ
た働きをします。コマンドラインで指定された .serファイルと .jarファイルは、
-profile=falseを設定してもカスタマイズされます。これに対して、コマンドラインで

注意注意注意注意 : 

� -compile=falseを設定すると、-profile=falseも暗黙的に設定
されます。つまり、-compileが falseの場合は、コンパイルとカ
スタマイズの両方が省略されます。-compile=falseと
-profile=trueを設定した場合、-profile設定は無視されます。

� 型の解決のために .javaファイルを参照する場合でも、-compileを
falseに設定する方が適切な場合があります。たとえば、.sqlj
ファイルのトランスレーション中に行われる型解決に 1つ以上の
.javaファイルを指定する必要があるとき、特定のコンパイラを使用
してすべての .javaファイルを後でコンパイルするには、この設定
を行います。 

（たとえば、SQLJアプリケーション内の Oracle8iオブジェクトにアク
セスするとき、これらのオブジェクトのカスタム Java型へのマッピ
ングに Oracle JPublisherユーティリティを使用する場合、型解決に
.javaファイルを指定する必要があります。変換時に型解決を行うに
は、JPublisherで生成された .javaファイルを、SQLJトランスレー
タに渡す必要があります。 詳細は、6-13ページの「カスタム Javaクラ
スのコンパイル」を参照してください。）
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指定された .javaファイルは、-compile=falseを設定するとコンパイルされません。こ
れは、.javaファイルに対しては、行マッピングなどの他の操作を実行できるためです。コ
マンドラインで指定された .serファイルや .jarファイルに対しては、他の操作を実行で
きません。 

 -profile=falseを指定して .sqljファイルを処理する場合は、必要に応じて、後でカ
スタマイズを行います。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -profile=true/false

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  -profile=false

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.profile=true/false

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.profile=false

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  true（カスタマイズ）

.serファイルからファイルからファイルからファイルから .classファイルへの変換（ファイルへの変換（ファイルへの変換（ファイルへの変換（-ser2class））））
-ser2classフラグでは、生成された .serファイルが .classファイルに変換されます。
末尾に .serの付かないリソース・ファイル名がサポートされないブラウザから実行される
アプレットを、SQLJを使用して作成する場合、この処理が必要です。（たとえば、Netscape 
Navigator 4.xから実行するアプリケーションなどがこれに相当します。）

また、クライアント側で SQLJプログラムを変換してから、クラス・ファイルとリソース・
ファイルをサーバーにロードする場合、この処理を行うとプロファイル用のスキーマ・オブ
ジェクトの名前付けが簡略化されます。ロード済みのクラス・スキーマ・オブジェクトの
ネーミング規則は、ロード済みのリソース・スキーマ・オブジェクトよりも簡略化されてい

注意注意注意注意 : 

� Oracleカスタマイザをトランスレーション処理で使用する場合は、ア
プリケーションの実行時に Oracle SQLJランタイムおよび Oracle 
JDBCドライバを必要としない場合は、-profile=falseを指定しま
す。（または -default-customizerオプションを使用して、デ
フォルト以外のカスタマイザを指定する方法もあります。）カスタマ
イズを実行しないと、アプリケーション実行時に汎用 SQLJランタイ
ムが使用されます。

� -compile=falseを設定すると、-profile=falseも暗黙的に設定
されます。つまり、-compileが falseの場合は、コンパイルとカ
スタマイズの両方が省略されます。-compile=falseと
-profile=trueを設定した場合、-profile設定は無視されます。
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ます。 （詳細は、11-8ページの「クラスのロードとリソース・スキーマ・オブジェクト」を
参照してください。）

プロファイルのカスタマイズ後に変換が行われ、独自のカスタマイズが取り込まれます。

変換後のファイルのベース名は、元のファイルのベース名と同じになります。ファイル名の
.serのみが .classに置き換えられます。次にその例を示します。

Foo_SJProfile0.ser

このファイル名は次のファイル名に変換されます。 

Foo_SJProfile0.class

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -ser2class=true/false

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  -ser2class=true

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.ser2class=true/false

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.ser2class=false

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  false

型解決を目的としたソース・チェック（型解決を目的としたソース・チェック（型解決を目的としたソース・チェック（型解決を目的としたソース・チェック（-checksource））））
SQLJでの型解決の処理では、通常、CLASSPATH中のクラス・ファイルと、SQLJコマンド
ラインで指定したクラス・ファイルまたはソース・ファイルのみが検査の対象となります。
SQLJでは -checksourceフラグを使用すると、次の条件に該当する場合、CLASSPATH中
にあるソース・ファイルも検査の対象になります。

� 要求されたクラスのクラス・ファイルは見つからないが、ソース・ファイルが見つかっ
た場合

注意注意注意注意 : 

� 元の .serファイルは保存されません。

� プロファイルを .classファイルにトランスレーションすると、これ
以上はカスタマイズできなくなります。この場合は、.classファイ
ルを削除し、SQLJを再度実行してプロファイルを作成し直す必要が
あります。

� 文字コードが必要な場合、-ser2classオプションでは常に文字コー
ド 8859_1が使用され、SQLJの -encoding設定は無視されます。
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� ソース・ファイルの修正日付が、対応するクラス・ファイルよりも新しい場合

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -checksource=true/false

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  -checksource=true

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.checksource=true/false

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.checksource=false

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  true

セマンティクス・チェックのオプションセマンティクス・チェックのオプションセマンティクス・チェックのオプションセマンティクス・チェックのオプション
次の各オプションで、オンライン・セマンティクス・チェックとオフライン・セマンティク
ス・チェックが指定されます。

� -offline

� -online

� -cache

これらのオプションを説明する前に、セマンティクス・チェックのデフォルトのフロントエ
ンド・クラス OracleCheckerおよび Oracleのセマンティクス・チェッカについて説明し
ます。

セマンティクス・チェッカおよびセマンティクス・チェッカおよびセマンティクス・チェッカおよびセマンティクス・チェッカおよび OracleCheckerフロントエンドフロントエンドフロントエンドフロントエンド
（デフォルトのチェッカ）（デフォルトのチェッカ）（デフォルトのチェッカ）（デフォルトのチェッカ）
oracle.sqlj.checker.OracleCheckerがデフォルトのチェッカになっています（オン
ラインおよびオフラインの両方のチェックに使用します）。このクラスはフロントエンドと
して機能し、使用する環境やオフラインとオンラインの選択に応じて、適切なセマンティク
ス・チェッカを実行します。

Oracleデータベースおよび JDBCドライバの場合は、チェックがオンラインかオフラインか
にかかわらず、次のチェッカがあります。

� Oracle8i型用の Oracle8チェッカ（Oracle8i JDBCで使用）。

� Oracle 8.0.x型用の Oracle80チェッカ（Oracle 8.0.x JDBCで使用）。

注意注意注意注意 : この型解決が有効になるのは、Java型の定義が #sql文中にある
場合にのみであって、Javaコード中の他の位置では有効になりません。こ
のため、必要な .sqljファイルの名前は、SQLJコマンドラインで明示的
に指定する必要があります。
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� Oracle 7.3.x型用の Oracle7チェッカ（Oracle 7.3.xまたは Oracle 8.0.x JDBCで使用）。

� Oracle8i JDBCドライバを使用するための Oracle8To7チェッカ。ただし、Oracle 7.3.x
データベース対応の型のサブセットのみチェック可能です。

Oracle80および Oracle7チェッカは、Oracle8i JDBCドライバに非互換で、また Oracle8お
よび Oracle8To7チェッカは、Oracle 8.0.xおよび Oracle 7.3.x JDBCドライバに非互換となっ
ています。Oracle8i JDBCドライバを使用して Oracle 7.3.x対応の型のサブセットをチェック
できるように、Oracle8To7チェッカが作成されました。

Oracleデータベースとデータベースとデータベースとデータベースと JDBCドライバによるオンライン・チェックドライバによるオンライン・チェックドライバによるオンライン・チェックドライバによるオンライン・チェック  オンライン・チェックに
Oracleデータベースと Oracle JDBCドライバを使用する場合、データベースと JDBCドライ
バの低い方のバージョンにあわせて、OracleCheckerがチェッカを選択します。表 8-3
に、データベースのバージョンと JDBCドライバのバージョンとの組合せと、他の有効な
Oracleチェッカを一覧の形式で示します。

JDBCドライバによるオフライン・チェックドライバによるオフライン・チェックドライバによるオフライン・チェックドライバによるオフライン・チェック  オフライン・チェックに Oracle JDBCドライバ
を使用する場合、JDBCドライバのバージョンにあわせて、OracleCheckerがチェッカを
選択します。チェッカの選択については、表 8-4に要約します。（ここには
Oracle8To7OfflineCheckerも記載されていますが、これを使用するには手動で選択す
る必要があります。）

表表表表 8-3 OracleCheckerで選択されるで選択されるで選択されるで選択される Oracleオンライン・セマンティクス・チェッカオンライン・セマンティクス・チェッカオンライン・セマンティクス・チェッカオンライン・セマンティクス・チェッカ 

データベースのデータベースのデータベースのデータベースの
バージョンバージョンバージョンバージョン

JDBCのののの
バージョンバージョンバージョンバージョン

オンライン・チェッカのオンライン・チェッカのオンライン・チェッカのオンライン・チェッカの
選択選択選択選択

他の有効な他の有効な他の有効な他の有効な
オンライン・チェッカオンライン・チェッカオンライン・チェッカオンライン・チェッカ

Oracle8iまたは 8.0.x Oracle8i Oracle8JdbcChecker Oracle8To7JdbcChecker

Oracle8iまたは 8.0.x Oracle 8.0.x Oracle80JdbcChecker Oracle7JdbcChecker

Oracle8iまたは 8.0.x Oracle 7.3.x Oracle7JdbcChecker なし

Oracle 7.3.x Oracle8i Oracle8To7JdbcChecker なし

Oracle 7.3.x Oracle 8.0.x Oracle7JdbcChecker なし

Oracle 7.3.x Oracle 7.3.x Oracle7JdbcChecker なし

表表表表 8-4 OracleCheckerで選択されるで選択されるで選択されるで選択される Oracleオンライン・セマンティクス・チェッカオンライン・セマンティクス・チェッカオンライン・セマンティクス・チェッカオンライン・セマンティクス・チェッカ 

JDBCのバージョンのバージョンのバージョンのバージョン オフライン・チェッカの選択オフライン・チェッカの選択オフライン・チェッカの選択オフライン・チェッカの選択
他の有効な他の有効な他の有効な他の有効な
オフライン・チェッカオフライン・チェッカオフライン・チェッカオフライン・チェッカ

Oracle8i Oracle8OfflineChecker Oracle8To7OfflineChecker

Oracle 8.0.x Oracle80OfflineChecker Oracle7OfflineChecker

Oracle 7.3.x Oracle7OfflineChecker なし
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Oracleデータベースとデータベースとデータベースとデータベースと JDBCドライバを使用しない場合ドライバを使用しない場合ドライバを使用しない場合ドライバを使用しない場合  Oracle JDBCドライバが使用されな
いことを検出すると、OracleCheckerは次のいずれかのチェッカを実行します。

� オンライン・チェックが無効になっている場合は、
sqlj.semantics.OfflineCheckerを実行します。

� オンライン・チェックが有効になっている場合は、sqlj.semantics.JdbcChecker
を実行します。

オフライン・セマンティクス・チェッカ（オフライン・セマンティクス・チェッカ（オフライン・セマンティクス・チェッカ（オフライン・セマンティクス・チェッカ（-offline））））
-offlineオプションには、オフライン・チェックのための、SQLJのセマンティクス・
チェック・コンポーネントを実装した Javaクラスを指定します。オフライン・チェックで
は、データベースへの接続がありません。SQL構文および Java型の使用方法のみがチェッ
クされます。 （オフライン・セマンティクス・チェッカとオンライン・セマンティクス・
チェッカの詳細は、9-2ページの「セマンティクス・チェック」を参照してください。）

-offlineオプションでオフライン・セマンティクスが有効または無効になることはありま
せん。オンライン・チェックが有効になっていないか、データベース接続が確立できない
と、オンライン・チェックが実行されません。このときに限って、オフライン・チェックが
実行されます。

接続コンテキストごとに異なるオフライン・チェッカを指定できます。ただし、1つのコン
テキストについて 1つのチェッカのみを指定します。（1つの接続コンテキストに複数のオフ
ライン・チェッカを指定しないでください。）

通常は、8-54ページの「セマンティクス・チェッカおよび OracleCheckerフロントエンド
（デフォルトのチェッカ）」で説明したフロントエンド・クラスである、デフォルトの
OracleCheckerを使用できますが、OracleCheckerで選択されない特定のチェッカを指
定する場合は別です。たとえば、オフライン・チェックの対象が Oracle 8.0 JDBCドライバ
がインストールされたマシンでも、アプリケーション（または特定の接続コンテキスト・ク
ラスを使用する文）は Oracle 7.3データベースを実行対象としている場合があります。こう
した文をチェックする場合には、Oracle7チェッカを使用することをお薦めします。

次の例は、特定の接続コンテキスト（CtxClass）をチェックするために Oracle7のオフラ
イン・チェッカを選択する方法を示しています。

-offline@CtxClass=oracle.sqlj.checker.Oracle7OfflineChecker

この例では、SQLJで oracle.sqlj.checker.Oracle7OfflineCheckerが使用され、
CtxClassインスタンスである接続オブジェクトを指定する SQLJ実行文について、オフラ
イン・チェックが行われます。

接続コンテキスト・クラス CtxClassは、ソース・コード中に宣言するか、あらかじめ
.classファイルにコンパイルしておく必要があります。 （詳細は、7-2ページの「接続コン
テキスト」を参照してください。）
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-offlineオプションは、各接続コンテキストのオフライン・チェッカごとに設定します。
各接続コンテキストの設定は互いに影響しません。次にその例を示します。

-offline@CtxClass2=oracle.sqlj.checker.Oracle7OfflineChecker
-offline@CtxClass3=sqlj.semantics.OfflineChecker

デフォルトの接続コンテキスト、およびオフライン・チェッカを指定しない他の接続コンテ
キストに対してオフライン・チェッカを指定するには、次のようにします。

-offline=oracle.sqlj.checker.Oracle7OfflineChecker

オフライン・チェッカが指定されていない接続コンテキストでは、デフォルトの接続コンテ
キストのオフライン・チェッカ設定が使用されます。ここでは、オフライン・チェッカがデ
フォルトのコンテキストに設定されていることを前提とします。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -offline<@conn_context_class>=checker_class

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  
-offline=oracle.sqlj.checker.Oracle80OfflineChecker
-offline@Context=oracle.sqlj.checker.Oracle80OfflineChecker

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.offline<@conn_context_class>=checker_class

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  
sqlj.offline=oracle.sqlj.checker.Oracle80OfflineChecker
sqlj.offline@Context=oracle.sqlj.checker.Oracle80OfflineChecker

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  oracle.sqlj.checker.OracleChecker

オンライン・セマンティクス・チェッカ（オンライン・セマンティクス・チェッカ（オンライン・セマンティクス・チェッカ（オンライン・セマンティクス・チェッカ（-online））））
-onlineオプションには、SQLJのオンライン・セマンティクス・チェック・コンポーネン
トを実装した Javaクラスまたはクラスのリストを指定します。この処理では、データベー
スへの接続が行われます。 

オンライン・チェックは、-onlineオプションでは有効になりません。-userオプション
を使用して有効にする必要があります。-password、-urlおよび -driverの各オプショ
ンも、適切に設定されていることが必要です。 （オフライン・セマンティクス・チェッカと
オンライン・セマンティクス・チェッカの詳細は、9-2ページの「セマンティクス・チェッ
ク」を参照してください。）

接続コンテキストごとに、別のオンライン・チェッカを指定できます。また、1つのコンテ
キストに対して複数のチェッカを指定することも可能です。ただし、各チェッカをカンマで
区切る必要があります。1つのコンテキストに複数のチェッカが指定されている場合は、（リ
ストの左から右に向かって）最初に指定されているチェッカが使用されます。このチェッカ
は、オンライン・チェック用に確立されたデータベース接続を受け入れるチェッカになりま
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す。（分析時には接続が各オンライン・チェッカに渡され、チェッカはデータベースが認識
されたかどうかを報告します。）

通常は、8-54ページの「セマンティクス・チェッカおよび OracleCheckerフロントエンド
（デフォルトのチェッカ）」で説明したフロントエンド・クラスである、デフォルトの
OracleCheckerを使用できますが、OracleCheckerで選択されない特定のチェッカを指
定する場合は別です。たとえば、オンライン・チェックの対象が Oracle 8.0データベースと
JDBCドライバがインストールされたマシンでも、アプリケーション（または特定の接続コ
ンテキスト・クラスを使用する文）は Oracle 7.3データベースを実行対象としている場合が
あります。こうした文をチェックする場合には、Oracle7チェッカを使用することをお薦め
します。

次の例では、DefaultContextクラス（および設定値を指定していない接続コンテキス
ト・クラス）をチェックするために、Oracle7のオンライン・チェッカを選択します。

-online=oracle.sqlj.checker.Oracle7JdbcChecker

ドライバのリストを指定し、アクセスしているデータベースの種類に応じて適切なクラスが
選択されるようにするには、次のように指定します。

-online=oracle.sqlj.checker.Oracle7JdbcChecker,sqlj.semantics.JdbcChecker

このように指定した場合、Oracleデータベースに接続した後で
oracle.sqlj.checker.Oracle7JdbcCheckerセマンティクス・チェッカが使用されま
す。他の種類のデータベースへの接続が行われた場合は、汎用的な
sqlj.semantics.JdbcCheckerセマンティクス・チェッカが使用されます。これは、機
能的には、デフォルトの OracleCheckerの場合と同じです。ただし、Oracleデータベー
スに接続した場合に、Oracle8チェッカではなく、必ず Oracle7チェッカが使用されます。

特定の接続コンテキスト（CtxClass）用にオンライン・チェッカを指定するには、次のよ
うにします。

-online@CtxClass=oracle.sqlj.checker.Oracle7JdbcChecker

この例では、oracle.sqlj.checker.Oracle7JdbcCheckerが使用され、CtxClassの
インスタンスである接続オブジェクトを指定する SQLJ実行文に対して、オンライン・
チェックが行われます。ここでは、CtxClassに対するオンライン・チェックが有効になっ
ていることを前提としています。

接続コンテキスト・クラス CtxClassは、ソース・コード中に宣言するか、あらかじめ
.classファイルにコンパイルしておく必要があります。 （詳細は、7-2ページの「接続コン
テキスト」を参照してください。）

-onlineオプションは、各接続コンテキストのオンライン・チェッカごとに設定します。
これらの設定は互いに影響しません。

-online@CtxClass2=oracle.sqlj.checker.Oracle80JdbcChecker
-online@CtxClass3=sqlj.semantics.JdbcChecker
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オンライン・チェッカが指定されていない接続コンテキストでは、デフォルトの接続コンテ
キストのオンライン・チェッカ設定が使用されます。ここでは、オンライン・チェッカがデ
フォルトのコンテキストに設定されていることを前提とします。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -online<@conn_context_class>=checker_class(list)

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  
-online=oracle.sqlj.checker.Oracle80JdbcChecker
-online=oracle.sqlj.checker.Oracle80JdbcChecker,sqlj.semantics.JdbcChecker
-online@Context=oracle.sqlj.checker.Oracle80JdbcChecker

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.online<@conn_context_class>=checker_class(list)

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  
sqlj.online=oracle.sqlj.checker.Oracle80JdbcChecker
sqlj.online=oracle.sqlj.checker.Oracle80JdbcChecker,sqlj.semantics.JdbcChecker
sqlj.online@Context=oracle.sqlj.checker.Oracle80JdbcChecker

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  oracle.sqlj.checker.OracleChecker

オンライン・セマンティクス・チェッカ実行結果のキャッシングオンライン・セマンティクス・チェッカ実行結果のキャッシングオンライン・セマンティクス・チェッカ実行結果のキャッシングオンライン・セマンティクス・チェッカ実行結果のキャッシング
（（（（-cache））））
-cacheオプションを使用すると、オンライン・チェッカで生成された結果のキャッシング
が有効になります。キャッシングを有効化すると、以降 SQLJトランスレーション実行時に
さらにデータベース接続が行われなくなります。分析結果は、カレント・ディレクトリに格
納してある SQLChecker.cacheファイル中にキャッシングされます。

キャッシュ中には、変換の正常終了（エラー・メッセージも警告メッセージも発生せずに完
了）した SQL文が、シリアル化されて格納されます。内容には、文のパラメータ、戻り型、
トランスレータ設定およびモードが含まれます。

キャッシュは累積し、SQLJトランスレータが起動されるたびに増大します。キャッシュを
空にするには、SQLChecker.cacheファイルを削除します。 

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -cache=true/false

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  -cache=true

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.cache=true/false

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.cache=false

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  false
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トランスレータによる代替環境のサポートとオプショントランスレータによる代替環境のサポートとオプショントランスレータによる代替環境のサポートとオプショントランスレータによる代替環境のサポートとオプション
デフォルトでは、SQLJリリース 8.1.7が Sun Microsystemsの JDK 1.2.xで実行され、Sun 
Microsystemsのコンパイラ javacを使用するように設定されています。ただし、これらは
必須条件ではありません。SQLJは、他の JVMやコンパイラで機能するように設定すること
も可能です。この設定を行うには、SQLJで次の情報を指定する必要があります。

� 使用する JVMの名前（-vmオプション）

� 使用する Javaコンパイラの名前（-compiler-executableオプション）

� コンパイラで必要な設定

この情報を指定する際には、一連の SQLJオプションを使用できます。 これらのオプション
については、8-60ページの「Javaおよびコンパイラのオプション」で説明します。

また、デフォルトの設定では、SQLJで Oracleプロファイル・カスタマイザが使用されます
が、他のカスタマイザを指定することも可能です。 他のカスタマイザを指定する方法につい
ては、8-67ページの「カスタマイズのオプション」を参照してください。

SQLJで使用する他の拡張オプションとフラグについては 8-45ページの「拡張トランスレー
タ・オプション」、基本的なオプションとフラグについては 8-18ページの「基本的なトラン
スレータ・オプション」を参照してください。 

Javaおよびコンパイラのオプションおよびコンパイラのオプションおよびコンパイラのオプションおよびコンパイラのオプション
次の各オプションは、JVMおよび Javaコンパイラの操作を指定するオプションです。

� -vm（JVMを指定。コマンドラインのみ。）

� -compiler-executable（Javaコンパイラを指定。）

� -compiler-encoding-flag

� -compiler-output-file

� -compiler-pipe-output-flag

標準 javacをはじめとする一部のコンパイラでは、定義済みの Publicクラスがあれば、そ
れと同じ名前を Javaソース・ファイル名に付ける必要があります。このため、このファイ
ル名が Publicクラス名と同じかどうかの検査が、SQLJトランスレータではデフォルトで実

注意注意注意注意 : どのようなオペレーティング・システムおよび環境を使用してい
る場合も、制限事項に留意してください。特に、展開された SQLJコマン
ドラインのサイズが、許容されるコマンドライン・サイズの最大値を超え
ないようにしてください。（たとえば、Windows 95の場合は 250文字以
内、Windows NTの場合は 4000文字以内です。）詳細は、使用するオペ
レーティング・システムのドキュメントを参照してください。
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行されます。SQLJでこうした検査が実行されないように指定する場合は、次のオプション
を使用します。

� -checkfilename

JVMやコンパイラの設定によっては、SQLJでコンパイラを起動する通常の方法で、問題が
発生する可能性があります。こうした問題を回避するには、SQLJでの処理を 2段階で実行
します。次のオプションを使用してください。 

� -passes

-Jおよび -C接頭辞を指定すると、使用する JVMやコンパイラにオプションを直接渡すこ
とが可能になります。これらの接頭辞については、8-45ページの「オプション設定を他の実
行可能プログラムに渡す接頭辞」で説明しています。

Java仮想マシンの名前（仮想マシンの名前（仮想マシンの名前（仮想マシンの名前（-vm））））
SQLJで特定の JVMを使用する場合は、-vmオプションで指定します。それ以外の場合は、
Sun Microsystemsの JDK標準の javaが使用されます。

このコマンドはコマンドラインで指定する必要があります。プロパティ・ファイルは JVM
の起動後に読み取られるため、プロパティ・ファイルではこのコマンドを指定できません。

SQLJでは、JVMの実行可能ファイル名と一緒にディレクトリ・パスを指定しないと、オペ
レーティング・システムの PATH設定に基づいて実行可能ファイルの検索が開始されます。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -vm=JVM_path+name 

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  -vm=/myjavadir/myjavavm

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  該当なし

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  該当なし

注意注意注意注意 : -vmオプションと接頭辞 -Jは、プロパティ・ファイルでは使用
できません。これらはコマンドラインで設定する方法も、より簡単に環境
変数 SQLJ_OPTIONSで設定する方法もあります。 8-16ページの「環境変
数 SQLJ_OPTIONSによるオプションの設定」を参照してください。

注意注意注意注意 : このオプションの特殊機能、-vm=echoがサポートされていま
す。この機能は、-nオプションに相当するものです。この機能を使用す
ると、sqljスクリプトによって、SQLJトランスレータに渡されるコマン
ドライン全体が構築され、トランスレータによる実行なしにユーザーにエ
コーされます。 詳細は、「コマンドラインのエコー（-n）」8-23ページを参
照してください。
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デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  java

Javaコンパイラの名前（コンパイラの名前（コンパイラの名前（コンパイラの名前（-compiler-executable））））
SQLJで特定の Javaコンパイラを使用する場合は、-compiler-executableオプションで
指定します。それ以外の場合は、Sun Microsystemsの JDKの標準の javacが使用されま
す。

コンパイラの実行可能ファイルの名前とともにディレクトリ・パスを指定しない場合、オペ
レーティング・システムの PATH設定に従って、実行可能ファイルが検索されます。

使用する Javaコンパイラの要件は次のとおりです。

� 標準の出力デバイス（UNIXシステムの STDOUTなど）、または後述の
-compiler-output-fileオプションで指定するファイルに、エラー情報およびス
テータス情報を出力できること。

� クラス・ファイルのルート・ディレクトリを決定する SQLJの -dオプションを認識でき
ること。

� コンパイラ・エラーが発生するたびに、ゼロ以外の終了コードを戻り値としてオペレー
ティング・システムに戻すこと。

� エラーやメッセージで示す行情報が、次のいずれかの形式であること。（<>内の項目は
オプションです。）

– Sun Microsystems javac形式

filename.java:line<.column><-line<.column>>

例 : 

myfile.java:15: Illegal character: '\u01234'

– Microsoft jvc形式

filename.java(line,column)

例 : 

myfile.java(15,7) Illegal character: '\u01234'

SQLJでは、コンパイラの行情報が、生成された .javaファイルではなくオリジナルの
.sqljファイルの行番号を使用するように処理されます。

注意注意注意注意 : 使用するコンパイラで -encodingオプションがサポートされて
いない場合は、8-63ページの「コンパイラが使用する文字コード
（-compiler-encoding-flag）」で説明する -compiler-encoding-flagを
無効にしてください。
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コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -compiler-executable=Java_compiler_path+name

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  -compiler-executable=/myjavadir/myjavac

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.compiler-executable=Java_compiler_path+name

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.compiler-executable=myjavac

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  javac

コンパイラが使用する文字コード（コンパイラが使用する文字コード（コンパイラが使用する文字コード（コンパイラが使用する文字コード（-compiler-encoding-flag））））
8-25ページの「入力および出力ソース・ファイルの文字コード（-encoding）」で説明したよ
うに、-encodingオプションを使用して、SQLJで使用する文字コードを指定すると、通
常、SQLJはこの指定を Javaコンパイラに渡します。SQLJがコンパイラに文字コードの指
定を渡さないようにするには、-compiler-encoding-flagを falseに設定します。（た
とえば、javac以外のコンパイラを使用し、そのコンパイラが -encodingオプションをそ
の名前ではサポートしていないとき、この設定が必要です。）

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -compiler-encoding-flag=true/false

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  -compiler-encoding-flag=false

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.compiler-encoding-flag=true/false

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.compiler-encoding-flag=false

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  true

コンパイラの出力ファイル（コンパイラの出力ファイル（コンパイラの出力ファイル（コンパイラの出力ファイル（-compiler-output-file））））
Javaコンパイラが結果をファイルに出力するように指定する場合は、
-compiler-output-fileオプションを使用して、SQLJにファイル名を通知します。こ
の操作を行わない場合、SQLJでは、コンパイラが結果を標準の出力デバイス（UNIXシス
テムの STDOUTなど）に出力するものと見なされます。絶対パスまたはカレント・ディレク
トリからの相対パスは、必要に応じて指定してください。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -compiler-output-file=output_file_path+name

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  -compiler-output-file=/myjavadir/mycmploutput

注意注意注意注意 : -passesを有効にする場合は、このオプションを使用できませ
ん。この場合は、STDOUTに出力されることが必要です。
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プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.compiler-output-file=output_file_path+name

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.compiler-output-file=/myjavadir/mycmploutput

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  なし（標準の出力）

コンパイラ・メッセージの出力パイプ（コンパイラ・メッセージの出力パイプ（コンパイラ・メッセージの出力パイプ（コンパイラ・メッセージの出力パイプ（-compiler-pipe-output-flag））））
Sun Microsystemsの JDKの javacコンパイラでは、デフォルトでエラーとメッセージの出
力が STDERRに書き込まれます。SQLJでは、このようなコンパイラ出力は、確実にとって
おかれるように STDOUTに書き込まれるものと仮定しています。

SQLJが Javaコンパイラを起動する際のデフォルトの動作では、システム・プロパティ
javac.pipe.outputが trueに設定されます。この設定では、コンパイラのエラーおよび
メッセージの出力が、STDOUTに送られます。SQLJが Javaコンパイラを起動する際に、こ
のシステム・プロパティを設定しないようにするには、
-compiler-pipe-output-flag=falseを指定します。たとえば、使用する Javaコンパ
イラでシステム・プロパティ javac.pipe.outputがサポートされないとき、この操作を
行う必要があります。 

このフラグは、プロパティ・ファイル、コマンドライン、環境変数 SQLJ_OPTIONSのいず
れでも設定できます。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -compiler-pipe-output-flag=true/false

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  -compiler-pipe-output-flag=false

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.compiler-pipe-output-flag=true/false

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.compiler-pipe-output-flag=false

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  true

注意注意注意注意 : 出力を STDERRに書き込むようにデフォルト設定されている、
Sun Microsystemsの Javaコンパイラを使用する場合、STDOUTへの出力
が必要となる -passesを有効にするときは、
-compiler-pipe-output-flagを有効のままにしておく必要がありま
す。
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ソース・ファイル名のチェック（ソース・ファイル名のチェック（ソース・ファイル名のチェック（ソース・ファイル名のチェック（-checkfilename））））
SQLJソース・ファイル名が、ファイル中の定義済み Publicクラス名（ある場合）と同じか
どうかの検査は、このフラグで要否を指定します。標準 javacのような一部のコンパイラ
では、ソース・ファイル名を Publicクラス名と同じ名前にする必要がありますが、そうでな
いコンパイラもあります。

コードの移植性を最大限に高めるには、このフラグを有効にしておく必要があります（デ
フォルトで有効になります）。

（ソース・ファイル名は、定義済みの Publicクラス名と同一にするか、Publicクラスが未定
義の場合は、最初に定義されているクラス名と同一にすることをお薦めします。たとえば、
MyPublicClass.sqljソース・ファイル中には、Publicクラス MyPublicClassが定義
してあることが望ましいです。）

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -checkfilename=true/false

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  -checkfilename=false

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.checkfilename=true/false

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.checkfilename=false

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  true

SQLJでのでのでのでの 2段階による実行（段階による実行（段階による実行（段階による実行（-passes））））
デフォルトでは、sqljスクリプトを実行すると、次の手順で処理されます。

1. sqljスクリプトによって JVMが起動され、SQLJトランスレータが実行されます。

2. トランスレータによって、セマンティクス・チェックおよび .sqljファイルのトラン
スレーションが行われ、変換された .javaファイルが生成されます。

3. トランスレータによって Javaコンパイラが起動され、生成済みの .javaファイルがコ
ンパイルされます。

4. トランスレータによって、コンパイラの出力が処理されます。

5. トランスレータによってプロファイル・カスタマイザが起動され、プロファイルがカス
タマイズされます。

注意注意注意注意 : サーバー側でのトランスレーションには命名要件が伴わないた
め、-checkfilenameオプションは不要であり、トランスレータによる
名前のチェックも実行されません。
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ただし、JVMとコンパイラの設定によっては、手順 3でコンパイラが起動されないためにト
ランスレーションが一時停止してしまう場合もあります。 

この場合は、SQLJが 2段階で実行され、その間にコンパイル処理が行われるように指定し
ます。これを行うには、-passesフラグを有効にする必要があります。

-passes

-passesオプションは、コマンドラインまたは環境変数 SQLJ_OPTIONSで指定します。プ
ロパティ・ファイルでは指定できません。 

-passesを有効にした場合、sqljスクリプトを実行すると、次の手順で処理されます。

1. sqljスクリプトによって JVMが起動された後で、SQLJトランスレータでの 1段階目
の処理が実行されます。

2. トランスレータによって、セマンティクス・チェックおよび .sqljファイルのトラン
スレーションが行われ、変換された .javaファイルが生成されます。 

3. JVMを終了します。

4. sqljスクリプトによって、Javaコンパイラが起動され、生成済みの .javaファイルが
このコンパイラでコンパイルされます。

5. sqljスクリプトによって JVMが再び起動された後で、SQLJトランスレータでの 2段
階目の処理が実行されます。

6. トランスレータによって、コンパイラの出力が処理されます。

7. JVMによってプロファイル・カスタマイザが実行され、プロファイルがカスタマイズさ
れます。

この手順では、JVMが Javaコンパイラを起動する際に発生する問題が回避されます。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -passes

注意注意注意注意 : 

� -passesを有効にする場合は、コンパイラの出力が STDOUTに書き込
まれることが必要です。このため、
-compiler-pipe-output-flagは有効のままにしておきます（デ
フォルトでは有効になります）。また、-compiler-output-fileオ
プションは使用できません。使用すると、出力が STDOUTではなく
ファイルに書き込まれます。

� コマンドラインでのみ指定できる他のフラグ（-help、-version、
-n）と同様に、-passesフラグでは =true構文がサポートされませ
ん。
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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  -passes

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  該当なし

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  該当なし

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  off

カスタマイズのオプションカスタマイズのオプションカスタマイズのオプションカスタマイズのオプション
次の各オプションは、SQLJプロファイルのカスタマイズを指定します。

� -default-customizer

� カスタマイザに直接渡すオプション

デフォルト・プロファイル・カスタマイザ（デフォルト・プロファイル・カスタマイザ（デフォルト・プロファイル・カスタマイザ（デフォルト・プロファイル・カスタマイザ（-default-customizer））））
SQLJでデフォルト以外のプロファイル・カスタマイザを使用するには、
-default-customizerを使用します。

oracle.sqlj.runtime.util.OraCustomizer

Oracleデータベースを使用しない場合は、このオプションを設定します。 

このオプションでは、Javaクラスの完全修飾名を引数として使用します。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -default-customizer=customizer_classname

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  -default-customizer=sqlj.myutil.MyCustomizer

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  sqlj.default-customizer=customizer_classname

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  sqlj.default-customizer=sqlj.myutil.MyCustomizer

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  oracle.sqlj.runtime.util.OraCustomizer

注意注意注意注意 : このオプションをオーバーライドするには、SQLJのコマンドラ
イン（またはプロパティ・ファイル）で -P-customizerオプションを指
定します。 詳細は、8-48ページの「プロファイル・カスタマイザに渡すオ
プション（-P）」を参照してください。
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カスタマイザに直接渡すオプションカスタマイザに直接渡すオプションカスタマイザに直接渡すオプションカスタマイザに直接渡すオプション
JVMやコンパイラと同様に、接頭辞（この場合は -P）を使用すると、オプションをプロ
ファイル・カスタマイザ・ハーネスに直接渡すことが可能になります。詳細は、8-48ページ
の「プロファイル・カスタマイザに渡すオプション（-P）」を参照してください。

一般的なカスタマイズ・オプションと Oracle固有のカスタマイザ・オプションの詳細は、
10-10ページの「カスタマイズ・オプションとカスタマイザの選択」を参照してください。

注意注意注意注意 : Oracleデータベースを使用する場合は、デフォルトの
OraCustomizerでプロファイルのカスタマイズを行うことをお薦めしま
す。
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トランスレータとランタイムの機能トランスレータとランタイムの機能トランスレータとランタイムの機能トランスレータとランタイムの機能

この章では、Oracle SQLJのトランスレータおよびランタイムの内部操作と機能について説
明します。

この章では、次の項目について説明します。

� トランスレータの内部操作

� トランスレータのエラー、メッセージおよび終了コード

� SQLJランタイム

� トランスレータおよびランタイムでの NLSサポート
の機能  9-1



トランスレータの内部操作
トランスレータの内部操作トランスレータの内部操作トランスレータの内部操作トランスレータの内部操作
ここでは、トランスレーション時に SQLJトランスレータによって実行される主な操作につ
いて説明します。

� コード解析と構文チェック

� セマンティクス・チェック

� コードの生成

� Javaコンパイル

� プロファイルのカスタマイズ

コード解析と構文チェックコード解析と構文チェックコード解析と構文チェックコード解析と構文チェック
SQLJトランスレーションでは、まず SQLJと Javaの解析プログラムによってすべてのソー
ス・コードが処理され、構文チェックが行われます。

SQLJトランスレータは、.sqljファイルの解析時に、Java解析プログラムと SQLJ解析プ
ログラムを起動します。Java解析プログラムは、Java文の構文をチェックします。SQLJ解
析プログラムは、SQLJの構文（先頭に #sqlが付くもの）をチェックします。また、SQLJ
解析プログラムは、Java解析プログラムを起動して、SQLJ実行文に含まれる Javaホスト変
数と式の構文をチェックします。

SQLJ解析プログラムは、SQLJ言語の仕様に基づいて SQLJ構文の文法をチェックします。
ただし、埋込み SQL操作の文法はチェックしません。SQL構文は、セマンティクス・
チェックでチェックされます。

この構文チェックでは、セミコロンの抜け、中カッコの対の抜け、明らかな型の不一致（乗
算する値の一方が文字列になっている）などのエラーが検出されます。 

このチェックで構文エラーまたは型の不一致が検出されると、トランスレーションが中止さ
れてエラーが出力されます。

セマンティクス・チェックセマンティクス・チェックセマンティクス・チェックセマンティクス・チェック
SQLJアプリケーションのソース・コードに構文の誤りがないことが確認されると、次のセ
マンティクス・チェックに進みます。このチェックでは、ユーザー設定のオプションに基づ
いて、セマンティクス・チェッカが起動します。セマンティクス・チェッカは、SQL操作に
使用されている Java型（結果式またはホスト式）の妥当性チェックを行います。また、
データベースに接続して、Java型と SQL型の互換性をチェックする機能もあります。

-userオプションでは、オンライン・チェックが指定されます。-userオプションでパス
ワードと URLが指定されていない場合は、-passwordオプションと -urlオプションに
よって、データベース接続が指定されます。-offlineオプションまたは -onlineオプ
ションで、使用するチェッカが指定されます。デフォルトでは、OracleCheckerという
チェッカ・フロントエンドが指定され、このチェッカによってオンライン・チェックが設定
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されているかどうか、どの JDBCを使用しているかに応じて適切なチェッカが選択されま
す。 詳細は 8-30ページの「接続オプション」および 8-54ページの「セマンティクス・
チェックのオプション」を参照してください。

セマンティクス・チェックでは、オンラインかオフラインかにかかわらず、必ず次の 2つの
タスクが実行されます。

1. SQLJによって、SQLJ実行文で使用されている Java式の型が解析されます。

変換される SQLJソース・ファイルの他に、コマンドラインで指定した .javaファイル
と、インポート済みの Javaクラスの .classファイルまたは .javaファイルのうち
CLASSPATHで指定されたファイルも解析の対象になります。解析では、SELECT文ま
たは CAST文でのストリーム型が使用されているかどうか、使用されている場合はその
使用方法がチェックされます。また、イテレータ列または INTOリストで使用されてい
る Java型、入力ホスト変数として使用されている Java型、出力ホスト変数として使用
されている Java型もチェックされます。 

また、SQLJでは、FETCH、CAST、CALL、SET TRANSACTION、VALUESおよび SET
の各文が構文に基づいて処理されます。

SQLJ実行文内の Java式には、それぞれの状況と用途に適した Java型を指定する必要が
あります。たとえば、次のような文があるとします。

#sql [myCtx] { UPDATE ... };

myCtxは、この文に対する接続コンテキスト・インスタンスまたは実行コンテキスト・
インスタンスを指定する変数です。この変数は、実際に SQLJの接続コンテキスト型ま
たは実行コンテキスト型に解決できることが必要です。

また、次のような文があるとします。

#sql { UPDATE emp SET sal = :newSal };

newSalがフィールドではなく変数の場合、newSalがあらかじめ宣言されていないと
きは、エラーが生成されます。また、この変数を有効な Java型に代入できない場合や、
この変数の Java型を SQL文（java.util.Vectorなど）で使用できない場合も、エ
ラーが生成されます。

注意注意注意注意 : SQLJトランスレータを前回実行した際に生成されたプロファイ
ルに対しても、セマンティクス・チェックを実行できます。 10-36ページの
「プロファイルのセマンティクス・チェック用の SQLCheckerCustomizer」
を参照してください。
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2. SQLJで、埋込み SQL操作の分類が試みられます。このため、操作の種類を識別するた
めに、操作ごとに SELECTや INSERTなどの認識可能なキーワードが必要です。たとえ
ば、次の文ではエラーが生成されます。

#sql { foo };

オンライン・チェックが有効になっている場合は、次の 2つのタスクが実行されます。

3. SQLJでの埋込み SQL操作が解析され、データベースに対してその構文チェックが実行
されます。

4. SQLJ実行文中の Java式の型は、1)データベース内の対応する列の SQL型、2)ストア
ド・プロシージャやストアド・ファンクションの対応する引数および戻り値の SQL型
と照合されます。 

この時点で、SQLJによって SQLJ実行文で使用されている SQLオブジェクト（表、
ビュー、ストアド・プロシージャなど）が実際にデータベースに存在するかどうかが検
証されます。また、データベース列からデータを選択して、Java基本型のイテレータ列
に取り込む場合に、そのデータベース列で NULL値が許容されているかどうかもチェッ
クされます。基本型のイテレータ列では、NULLデータを処理できないためです。（た
だし、ストアド・プロシージャやストアド・ファンクションの出力パラメータと戻り値
に対しては、NULL値が許容されているかどうかはチェックされません。）

この時点で、セマンティクス・チェッカによって構文またはセマンティクスのエラーが検出
された場合、トランスレーションが中止し、エラーが通知されます。

Oracleでは、Oracle専用のオフライン・チェッカ、汎用のオフライン・チェッカ、Oracle
専用のオンライン・チェッカ、汎用のオンライン・チェッカが提供されています。 チェッカ
の詳細は、8-56ページの「オフライン・セマンティクス・チェッカ（-offline）」および 8-57
ページの「オンライン・セマンティクス・チェッカ（-online）」を参照してください。

汎用チェッカは、SQL92および JDBCの標準機能のみが使用されていることを前提に動作し
ます。Oracleデータベースを使用する場合は、Oracle専用チェッカを使用することをお薦め
します。

注意注意注意注意 : Java型のセマンティクス・チェックは、SQLJ実行文内の Java式
に対してのみ行われます。標準の Java文に含まれるエラーは、Javaコン
パイラでのコンパイル時に検出されます。
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コードの生成コードの生成コードの生成コードの生成
SQLJトランスレータは、1つの .sqljアプリケーション・ソース・ファイルに対して、1
つの .javaファイルと、1つ以上のプロファイル（.serファイルまたは .classファイ
ル）を生成します。生成された .javaファイルには、変換済みのアプリケーション・ソー
ス・コード、その中で宣言されている privateイテレータおよび接続コンテキスト用のクラ
ス定義、SQLJによって生成されて内部的に使用されるプロファイルキーのクラス定義が含
まれています。

.javaファイル内に生成されたアプリケーション・コードファイル内に生成されたアプリケーション・コードファイル内に生成されたアプリケーション・コードファイル内に生成されたアプリケーション・コード
構文チェックおよびセマンティクス・チェックでエラーの検出されなかったアプリケーショ
ン・コードは変換され、.javaファイルに出力されます。SQLJ実行文は、SQLJランタイム
へのコールに置き換えられます。この SQLJランタイムには、データベースにアクセスする
ための JDBCドライバへのコールが含まれています。

生成された .javaファイルには、汎用 Javaコード、イテレータ・クラスおよび接続コンテ
キスト・クラスの定義、SQLJランタイムへのコールがすべて含まれています。

また、生成された .javaファイルには、記述した #sql文全体が参照用に含まれており、
それぞれコメントが付けられています。

生成された .javaファイルには、入力した .sqljファイルと同じベース名が使用されま
す。通常、これは、.sqljファイルに定義されている Publicクラス名と同じになります。
（Publicクラスが存在しない場合は、最初に定義されているクラス名になります。）たとえ
ば、クラス Fooが定義されている場合、その定義ファイル名は Foo.sqljとなり、トラン
スレータで生成されるソース・ファイル名は Foo.javaとなります。

注意注意注意注意 : オフラインのセマンティクス・チェックでは、次の項目はチェッ
クされません。

� DDL文（CREATE、ALTER、DROPなど）およびトランザクション制
御文（COMMIT、ROLLBACKなど）。

� 緩い型指定のホスト式に対するデータの互換性。（緩い型指定のホス
ト式とは、oracle.sqlパッケージの STRUCT、REF、ARRAYの各ク
ラスが使用されたホスト式のことです。詳細は、6-65ページの「緩い
型指定のオブジェクト、参照およびコレクション」を参照してくださ
い。）

� PL/SQLの無名ブロック内で使用されている式のモード互換性（IN、
OUTまたは IN OUT）。

注意注意注意注意 : プロファイル・クラスおよびプロファイルキー・クラスは、コー
ド中に SQLJ実行文が使用されていない場合は生成されません。
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生成された .javaファイルの格納場所は、SQLJの -dirオプション設定の有無および内容
によって決まります。デフォルトでは、生成された .javaファイルは、.sqlj入力ファイ
ルと同じディレクトリに格納されます。（詳細は、8-28ページの「.javaファイルの出力ディ
レクトリ（-dir）」を参照してください。）

.javaファイル内に生成されるプロファイルキー・クラスファイル内に生成されるプロファイルキー・クラスファイル内に生成されるプロファイルキー・クラスファイル内に生成されるプロファイルキー・クラス
SQLJでは、トランスレーション時にプロファイルキー・クラスが生成されます。このクラ
スは実行時に内部的に使用され、シリアル化されたプロファイルのロードやアクセスが実行
されます。このクラスには、変換済みアプリケーション内の SQLJランタイム・コールと、
シリアル化プロファイル内に挿入される SQL操作間のマッピング情報が含まれています。
また、シリアル化プロファイルにアクセスするためのメソッドも含まれています。 

このクラスは、変換されたアプリケーション・ソース・コードが出力された .javaファイ
ル内に定義され、次のように、.sqljソース・ファイルのベース名を使用した名前が付けら
れます。

Basename_SJProfileKeys

たとえば、Foo.sqljを変換すると、生成された .javaファイルには、次のプロファイル
キー・クラスが定義されます。

Foo_SJProfileKeys

これは、パッケージに含まれるアプリケーションの場合も同じです。たとえば、a.bという
パッケージに含まれる Foo.sqljを変換すると、次のクラスが定義されます。

a.b.Foo_SJProfileKeys

.serファイルまたはファイルまたはファイルまたはファイルまたは .classファイル内に生成されるプロファイルファイル内に生成されるプロファイルファイル内に生成されるプロファイルファイル内に生成されるプロファイル
SQLJでは、入力ファイル内の SQL操作に関する情報を格納するプロファイルが生成されま
す。プロファイルは、アプリケーションで使用する接続コンテキスト・クラスごとに 1つ生
成されます。各プロファイルには、関連付けする接続コンテキスト・クラスのインスタンス
を使用して実行される操作が記述されています。つまり、実行する SQL操作、アクセスす
る表、コールするストアド・プロシージャとストアド・ファンクションなどが記述されてい
ます。

プロファイルは、.serシリアル化リソース・ファイル内に生成されます。ただし、SQLJの
-ser2classオプションが有効になっている場合は、トランスレーション時に .class
ファイルに自動的に変換されます。（この場合、これ以降のプロファイルのカスタマイズは
できなくなります。 .classファイルを削除し、SQLJトランスレータを再度実行してプロ
ファイルを再作成する必要があります。）
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プロファイルのベース名は、プロファイルキー・クラス名の場合と同じように生成されま
す。このベース名には、パッケージ名の後に .sqljファイルのベース名が続き、最後に次
の文字列が付きます。

_SJProfilen

nは 0から始まる一意の番号で、特定の .sqlj入力ファイルに対して生成された各プロ
ファイルに付けられます。

再び、Foo.sqljという入力ファイルを例として使用します。この入力ファイルがパッケー
ジに含まれていない場合、生成される 2つのプロファイルのベース名は、次のようになりま
す。 

Foo_SJProfile0
Foo_SJProfile1

Foo.sqljが a.bというパッケージに含まれる場合、プロファイルのベース名は、次のよ
うになります。

a.b.Foo_SJProfile0
a.b.Foo_SJProfile1

実際には、プロファイルは、リソース・ファイル内のシリアル化された Javaオブジェクト
として存在します。プロファイルを含むリソース・ファイルには、プロファイルのベース名
（パッケージ名は除く）に従って名前が付けられ、拡張子として .serが付きます。前述の
例の 2つのプロファイルを含むリソース・ファイルには、それぞれ次のように名前が付けら
れます。

Foo_SJProfile0.ser
Foo_SJProfile1.ser

（ただし、-ser2classオプションが有効になっている場合は、Foo_SJProfile0.class
および Foo_SJProfile1.classとなります。このオプションが選択されていると、後述
のカスタマイズの後に、.classへの変換が行われます。）

これらのファイルは、SQLJの -dオプションで設定されているディレクトリに置かれます。
生成されたすべての .serファイルおよび .classファイルの格納先は、このオプションで
指定されます。（詳細は、8-26ページの「.serおよび .classファイルの出力ディレクトリ
（-d）」を参照してください。）

プロファイルは、SQLJプロセスの次段階で、使用するデータベースにあわせてカスタマイ
ズされます。 9-10ページの「プロファイルのカスタマイズ」を参照してください。
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SQLJランタイムに対して生成されたコールについてランタイムに対して生成されたコールについてランタイムに対して生成されたコールについてランタイムに対して生成されたコールについて
#sql文が SQLJランタイムに対するコールに置き換えられた場合、これらのコールは次の
処理を行います。

1. SQLJ Statementオブジェクトを取得します（関連付けされているプロファイル・エント
リ中に格納されている情報を使用します）。

2. 入力パラメータを文にバインドします（SQLJ Statementオブジェクトの setXXX()メ
ソッドを使用します）。

3. 文を実行します（SQLJ Statementオブジェクトの executeUpdate()メソッドまたは
executeQuery()メソッドを使用します）。

4. 可能な場合は、イテレータ・インスタンスを生成します。

5. 文から出力パラメータを取り出します（SQLJ Statementオブジェクトの getXXX()メ
ソッドを使用します）。 

6. 文をクローズします。

SQLJランタイムでは、JDBC Statementオブジェクトに似た SQLJ Statementオブジェクトが
使用されます。ただし、SQLJの実装状態によっては、JDBC Statementクラスを直接使用で
きる場合とできない場合があります。SQLJ Statementクラスを使用すると、SQLJ固有の機
能を利用できます。次にその例を示します。

� 標準 SQLJ Statementオブジェクトは、データベースから取り出したNULL値が、NULL
値を使用できない intや floatなどの Java基本型に出力されると、SQL例外を生成
します。

� Oracle SQLJ Statementオブジェクトでは、ユーザー定義のオブジェクト型やコレクショ
ン型を Oracleデータベースに渡したり、Oracleデータベースから取り出したりできま
す。

Javaコンパイルコンパイルコンパイルコンパイル
コードが生成されると、SQLJでは Javaコンパイラが起動され、生成済み .javaファイル
がコンパイルされます。これにより、イテレータ宣言や接続コンテキスト宣言を含み、アプ
リケーション内で定義されているクラスごとに、.classファイルが生成されます。また、
アプリケーションに SQLJ実行文が使用されている場合は、生成されたプロファイルキー・
クラスに対しても、.classファイルが生成されます。SQLJコマンドラインで型解決など
のために直接指定した .javaファイルも、この時点でコンパイルされます。

9-5ページの「コードの生成」で示した例では、ソース・コードにパッケージ情報が指定さ
れている場合、次の .classファイルが適切なディレクトリに生成されます。

� Foo.class

� Foo_SJProfileKeys.class
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トランスレータの内部操作
� Foo.sqljに定義した追加クラスに対する .classファイル

� Foo.sqljで宣言した各イテレータ・クラスおよび接続コンテキスト・クラス（public
および private）に対する .classファイル

コンパイラで生成された .classファイルと、SQLJで生成されたプロファイル（.serまた
は .class）が、同じディレクトリに格納されるようにするため、SQLJで設定された -dオ
プションが Javaコンパイラに渡されます。-dオプションが設定されていない場合、
.classファイルとプロファイルは、生成された .javaファイルと同じディレクトリ
（-dirオプションで指定されたディレクトリ）に格納されます。

また、SQLJと Javaコンパイラでは、同じ文字コードが使用されます。そのため、SQLJで
設定された -encodingオプションが Javaコンパイラに渡されます。（ただし、SQLJの
-compiler-encoding-flagがオフになっている場合を除きます。）-encodingオプショ
ンが設定されていない場合、SQLJとコンパイラでは、JVMの file.encodingプロパティ
の設定が使用されます。

デフォルトでは、標準の Sun Microsystemsの JDKの javacコンパイラが使用されますが、
他のコンパイラを使用することも可能です。他の Javaコンパイラを使用するには、SQLJの
-compiler-executableオプションを設定します。 

コンパイラに関連する SQLJオプションの詳細は、次の各項を参照してください。

� 8-26ページの「.serおよび .classファイルの出力ディレクトリ（-d）」

� 8-25ページの「入力および出力ソース・ファイルの文字コード（-encoding）」

� 8-46ページの「Javaコンパイラに渡すオプション（-C）」

� 8-50ページの「コンパイル・フラグ（-compile）」

� 8-63ページの「コンパイラが使用する文字コード（-compiler-encoding-flag）」

� 8-62ページの「Javaコンパイラの名前（-compiler-executable）」

� 8-63ページの「コンパイラの出力ファイル（-compiler-output-file）」

� 8-64ページの「コンパイラ・メッセージの出力パイプ（-compiler-pipe-output-flag）」

注意注意注意注意 : -encodingオプションがないコンパイラで、SQLJの
-encodingオプションを使用する場合は、SQLJの
-compiler-encoding-flagをオフにしてください。（オンになってい
ると、SQLJが -encodingオプションをコンパイラに渡すように試みま
す。）
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プロファイルのカスタマイズプロファイルのカスタマイズプロファイルのカスタマイズプロファイルのカスタマイズ
Javaコンパイルが終了すると、生成されたプロファイルのカスタマイズが行われます。（プ
ロファイルには、埋込みの SQL命令に関する情報が含まれています。）カスタマイズを行う
と、使用しているデータベースでのアプリケーションの処理効率が向上し、ベンダー固有の
拡張機能を利用できるようになります。 

カスタマイズ時に、SQLJによってカスタマイザ・ハーネスと呼ばれるフロントエンドが起
動されます。これは、コマンドライン・ユーティリティとして機能する Javaクラスの 1つ
です。このカスタマイザ・ハーネスは、デフォルトの Oracleカスタマイザ、または SQLJオ
プションで指定されたカスタマイザを起動します。

プロファイルのカスタマイズには、次の 2つの目的があります。

� 可能な場合は、ベンダー固有のデータベース型や機能をアプリケーションで使用できる
ようにします。

� データベース環境にあわせて、アプリケーションが最も効率的に機能するプロファイル
を生成します。

カスタマイズを行わなかった場合、アクセスして使用できるのは標準の JDBC型のみです。

たとえば、Oracleカスタマイザを使用すると、Oracle8iで独自に定義した PERSON型をサ
ポートするように、プロファイルを更新できます。これにより、サポートされている他の
データ型と同じように PERSON型も使用できるようになります。 

oracle.sqlの拡張型を利用する場合も、Oracleカスタマイザを使用してカスタマイズす
る必要があります。

注意注意注意注意 : 

� Oracle SQLJランタイムと Oracle JDBCドライバは、変換時に Oracle
カスタマイザを使用するたびにアプリケーションで必要となるもので
あり、Oracle拡張型をコード中に使用しない場合にもこのことが当て
はまります。

� アプリケーションでカスタマイズ（接続のための処理）を行わない場
合には、汎用 SQLJランタイムが使用されます。

� .serファイル、または .serファイルを含む .jarファイルをコマン
ドラインで指定すると、以前に生成されたプロファイルのカスタマイ
ズもできます。ただし、これは、トランスレーション用の SQLJ実行
とは別の実行で行う必要があります。一度に指定できるのは、.ser
ファイルや .jarファイルのカスタマイズ、または .sqljファイル
や .javaファイルのトランスレーションとコンパイルのいずれか一
方です。この両方を一度には指定できません。 .jarファイルの使用
方法の詳細は、10-34ページの「プロファイルの JARファイルの使
用」を参照してください。
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プロファイルのカスタマイズの詳細は、第 10章「プロファイルとカスタマイズ」を参照し
てください。

プロファイルのカスタマイズに関連する SQLJオプションの詳細は、次の各項を参照してく
ださい。

� 8-67ページの「デフォルト・プロファイル・カスタマイザ（-default-customizer）」

� 8-48ページの「プロファイル・カスタマイザに渡すオプション（-P）」

� 8-51ページの「プロファイル・カスタマイズ・フラグ（-profile）」

� 10-10ページの「カスタマイズ・オプションとカスタマイザの選択」

トランスレータのエラー、メッセージおよび終了コードトランスレータのエラー、メッセージおよび終了コードトランスレータのエラー、メッセージおよび終了コードトランスレータのエラー、メッセージおよび終了コード
ここでは、SQLJトランスレータのメッセージと終了コードの概要を示します。

トランスレータのエラー、警告および情報メッセージトランスレータのエラー、警告および情報メッセージトランスレータのエラー、警告および情報メッセージトランスレータのエラー、警告および情報メッセージ
変換時に出力される SQLJメッセージは、エラー、警告および情報の 3レベルに区分されて
います。警告メッセージは、さらに非表示にできない警告と非表示にできる警告の 2つのレ
ベルに区分されています。次は、メッセージの 4つのレベル（重要度の順）です。

1. エラー

2. 非表示にできない警告

3. 非表示にできる警告

4. 情報

非表示にできる警告と情報は、SQLJの -warnオプションを使用して制御します。後述を参
照してください。

エラー・メッセージは「Error:」で開始され、次のいずれかの状態が発生した場合に表示
されます。

� コンパイルを実行できない（たとえば、ファイルのベース名とは別の名前の Publicクラ
スがソース・ファイルに含まれている）場合。

� コードを実行すると、実行時エラーが発生する（たとえば、Oracle JDBCドライバを使
用して、VARCHARを java.util.Vectorにフェッチしようとするコードが含まれて
いる）場合。

SQLJトランスレーション時にエラーが発生すると、出力（.javaファイルやプロファイル）
は生成されず、コンパイルとカスタマイズは実行されません。

非表示にできない警告メッセージは「Warning:」で開始され、次のいずれかの状態が発生
した場合に表示されます。
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� コードを実行したときに、実行時エラーが発生する可能性のある（たとえば、SELECT
文の出力先が指定されていない）場合。

� SQLJで、ソース・コードの実行時の状況が検証できない（たとえば、オンライン・
チェック用に指定したデータベースに接続できない）場合。

� コーディングの誤りや見落としが原因でエラーが発生した場合。

非表示にできない警告が発生した場合でも、SQLJトランスレーションは最後まで実行され
ます。ただし、アプリケーションを実行する前に、問題を分析して、修復の必要があるかど
うかを確認してください。オンライン・チェックが指定されている場合に、オンライン・
チェックが最後まで実行されないと、オフライン・チェックが実行されます。

非表示にできる警告も「Warning:」で開始され、移植性などアプリケーション固有の問題
に関する情報が表示されます。たとえば、oracle.sql.NUMBERなどの Oracle固有の型を
使用してデータベースに対して読込みと書込みを行った場合に警告が出力されます。 

情報メッセージやステータス・メッセージは「Info:」で始まりますが、エラーの状態に関
する情報は出力されません。これらのエラーには、変換時に発生した事柄に関する追加情報
が表示されます。 

非表示にできる警告メッセージやステータス・メッセージを非表示にするには、-warnオプ
ションの次のフラグを使用します。 

� precision/noprecision - noprecisionに設定すると、変換時にデータの精度が低
下することを示す警告が非表示になります。

� nulls/nonulls - nonullsに設定すると、NULL値が許されている列や型が原因で発
生する実行時エラーに関する警告が非表示になります。

� portable/noportable - noportableに設定すると、Oracle固有または非標準の機
能を使用しているために、他の環境に移植できない SQLJコードに関する警告が非表示
になります。

� strict/nostrict - nostrictに設定すると、名前指定イテレータの列数が、そこに
取り込むために選択したデータの列数よりも少ない場合に出力される警告が非表示にな
ります。

� verbose/noverbose - noverboseに設定すると、エラーや警告の状態ではなく情報
のみを表示するステータス・メッセージが非表示になります。

注意注意注意注意 : 処理上の理由で、SQLJトランスレータによる SQL操作の解析に
は、実行時に使用される解析プログラムよりも精度の低い解析プログラム
が使用されます。このため、変換時にエラーが検出されても、実際にはア
プリケーションの実行時には問題にならない場合があります。そのような
エラーは、致命的なエラーと区別して、非表示にできない警告として出力
されます。
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-warnオプションとそのフラグの設定方法の詳細は、8-40ページの「トランスレータからの
警告（-warn）」を参照してください。

SQLJトランスレーション時に警告が表示された場合は、-warn=noneオプションを設定し
て、トランスレータを再実行し、その警告が重要度の高いもの（非表示にできない警告）で
あるかどうかを確認します。

表 9-1は、SQLJトランスレータで生成されるエラー・メッセージおよびステータス・メッ
セージの分類です。

注意注意注意注意 : 各エラー・メッセージ、警告メッセージおよび情報メッセージの
詳細は、B-2ページの「トランスレーション時のメッセージ」および B-40
ページの「ランタイム・メッセージ」を参照してください。

表表表表 9-1 トランスレータのエラー・メッセージの分類トランスレータのエラー・メッセージの分類トランスレータのエラー・メッセージの分類トランスレータのエラー・メッセージの分類 

メッセージの分類メッセージの分類メッセージの分類メッセージの分類 接頭辞接頭辞接頭辞接頭辞 内容内容内容内容 非表示に設定する方法非表示に設定する方法非表示に設定する方法非表示に設定する方法

エラー Error: コンパイル時または実行時に発
生する障害の原因となる致命的
なエラー（トランスレーション
は異常終了します。）

該当なし

非表示にできない警告 Warning: トランスレーションが正常に実
行されない原因、または実行時
に発生する障害の原因となる状
態（トランスレーションは最後
まで実行されます。）

該当なし

非表示にできる警告 Warning: アプリケーション固有の問題
（トランスレーションは最後まで
実行されます。）

-warnオプション・
フラグ :
noprecision
nonulls
noportable
nostrict

情報 /ステータス・
メッセージ

Info: トランスレーションプロセスに
関する情報

-warnオプション・
フラグ :
noverbose
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トランスレータのステータス・メッセージトランスレータのステータス・メッセージトランスレータのステータス・メッセージトランスレータのステータス・メッセージ
SQLJでは、トランスレータによるエラー、警告、情報の各メッセージ以外にも、ステータ
ス・メッセージが表示されます。これらのメッセージは、トランスレーション、コンパイ
ル、カスタマイズの全フェーズで生成されます。ステータス・メッセージは、SQLJ操作の
各段階で、各ファイルの処理時に出力されます。

SQLJの -statusオプションを使用して、ステータス・メッセージを制御できます。 このオ
プションの詳細は、8-42ページの「リアルタイムのステータス・メッセージ（-status）」を
参照してください。

トランスレータの終了コードトランスレータの終了コードトランスレータの終了コードトランスレータの終了コード
SQLJトランスレータでは、変換終了時に次の終了コードがオペレーティング・システムに
戻されます。

� 0 = 実行時にエラーなし

� 1 = SQL実行時にエラー

� 2 = Javaコンパイル時にエラー

� 3 = プロファイルのカスタマイズ時にエラー

� 4 = クラスのインストルメントのエラー（.sqljソース・ファイルから、生成される
.classファイルへの行番号のマッピング（任意）時のエラーです。）

� 5 = ser2class変換時のエラー（.serファイルから .classファイルへのプロファイ
ル・ファイルの変換（任意）時のエラーです。）

SQLJランタイムランタイムランタイムランタイム
ここでは、Oracle SQLJランタイムについて説明します。SQLJランタイムは、純粋な Java
コードのシン・レイヤーで、JDBCドライバよりも上のレイヤーで実行されます。Oracle 
SQLJトランスレータで SQLJソース・コードを変換すると、Javaアプリケーション内の埋
込み SQLコマンドは SQLJランタイムへのコールに置き換えられます。ランタイム・クラス
は、それに相当する JDBCクラスのラッパーとして機能し、SQLJの特別な機能を提供しま
す。エンド・ユーザーがアプリケーションを実行すると、SQLJランタイムは中間層として
機能し、プロファイルから SQL操作に関する情報を読み込んで JDBCドライバに命令を渡
します。

注意注意注意注意 : 

� -helpオプションまたは -versionオプションが指定されている場合
は、SQLJ終了コードは 0です。

� 処理対象のファイルを指定せずに SQLJを実行すると、SQLJによって
ヘルプ情報が出力され、終了コード 1が戻されます。
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SQLJランタイムは、あらゆる JDBCドライバおよびベンダー固有のデータベース・アクセ
ス手段に対応しています。Oracle SQLJランタイムには JDBCドライバが必要ですが、どの
標準 JDBCドライバでも使用できます。ただし、Oracle固有のデータベース型や機能を使用
する場合は、必ず Oracle JDBCドライバを使用してください。このマニュアルでは、Oracle
データベースと Oracle JDBCドライバを使用していることを前提としています。

ランタイム・パッケージランタイム・パッケージランタイム・パッケージランタイム・パッケージ
Oracle SQLJランタイムのパッケージは、インポートして直接使用できるものもあれば、間
接的にしか使用できないものもあります。 

直接的に使用可能なパッケージ直接的に使用可能なパッケージ直接的に使用可能なパッケージ直接的に使用可能なパッケージ
ここでは、アプリケーションに直接インポートして使用できるパッケージを取り上げます。
名前が oracleで始まるパッケージには、Oracle固有の SQLJ機能が実装されています。

� sqlj.runtime

このパッケージ中の ExecutionContextクラス、ConnectionContextインタ
フェース、ResultSetIteratorインタフェースおよびラッパー・クラスは、スト
リーム（バイナリ、ASCIIおよび Unicode）に対応しています。

このパッケージに含まれるインタフェースおよび抽象クラスは、sqlj.runtime.ref
パッケージ内のクラス、または SQLJトランスレータによって生成されるクラスを使用
して実装されます。

� sqlj.runtime.ref

このパッケージ内のクラスは、sqlj.runtimeパッケージ内のインタフェースおよび
抽象クラスを実装します。sqlj.runtime.ref.DefaultContextクラスは、デフォ
ルト接続の指定やデフォルトの接続コンテキスト・インスタンスの生成など、比較的に
使用頻度の高いクラスです。このパッケージに含まれるその他のクラスは、コード生成

注意注意注意注意 : 

� アプリケーションでカスタマイズ（接続のための処理）を行わない場
合には、汎用 SQLJランタイムが使用されます。

� Oracle SQLJランタイムと Oracle JDBCドライバは、変換時に Oracle
カスタマイザを使用するたびにアプリケーションで必要となるもので
あり、Oracle拡張型をコード中に使用しない場合にもこのことが当て
はまります。

注意注意注意注意 : これらの各ランタイム・パッケージは、translator.zipファ
イルにも、実行時専用のクラスが格納されている runtime.zipファイル
にも格納されています。
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時のクラス定義の際に SQLJ内部で使用されます。たとえば、SQLJコード中でイテレー
タ・クラスや接続コンテキスト・クラスを宣言するときに使用されます。

� oracle.sqlj.runtime

このパッケージには、DefaultContextクラスのインスタンス化やデフォルト接続の
確立に使用する Oracleクラスが含まれています。また、Oracle SQLJで使用される
Oracle固有のランタイム・クラスもこのパッケージに含まれ、Oracleの拡張型と他の型
との相互変換などが可能となっています。

間接的に使用可能なパッケージ間接的に使用可能なパッケージ間接的に使用可能なパッケージ間接的に使用可能なパッケージ
ここでは、SQLJで内部的に使用されるクラスを含んだパッケージを取り上げます。 

� sqlj.runtime.profile

このパッケージには、SQLJプロファイルを定義するインタフェースおよび抽象クラス
が含まれています。たとえば、EntryInfoクラスや TypeInfoクラスなどが含まれて
います。プロファイル内の各エントリには、EntryInfoオブジェクトを使用して説明
が付加されます。（このオブジェクトでは、プロファイルのエントリと、アプリケー
ション内の SQL操作が対応付けられています。）プロファイルのエントリ内の各パラ
メータには、TypeInfoオブジェクトによって説明が付加されます。

このパッケージのインタフェースおよびクラスは、sqlj.runtime.profile.ref
パッケージ内のクラスによって実装されます。

� sqlj.runtime.profile.ref

このパッケージには、sqlj.runtime.profileパッケージのインタフェースおよび抽
象クラスを実装したクラスが含まれています。これらのクラスは、プロファイルの定義
時に SQLJ内部で使用されます。また、デフォルトの JDBCベースのランタイムの実現
にも使用されます。

� sqlj.runtime.error

このパッケージは、SQLJ内部で使用されます。このパッケージには、SQLJトランス
レータによって生成される一般的な（Oracle固有ではない）エラー・メッセージのリ
ソース・ファイルが含まれています。

� oracle.sqlj.runtime.error

このパッケージは、SQLJ内部で使用されます。このパッケージには、SQLJトランス
レータによって生成される Oracle固有のエラー・メッセージのリソース・ファイルが
含まれています。
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ラインタイム・エラーの分類ラインタイム・エラーの分類ラインタイム・エラーの分類ラインタイム・エラーの分類
ランタイム・エラーは、次のいずれかによって生成されます。

� SQLJランタイム

� JDBCドライバ

� RDBMS

いずれの場合も、SQL例外が、java.sql.SQLExceptionクラスまたはサブクラスのイン
スタンス（sqlj.runtime.SQLNullExceptionなど）として生成されます。 

エラーの発生場所によっては、有用な情報を取得できることがあります。その場合、
getSQLState()、getErrorCode()および getMessage()の各メソッドを使用します。
たとえば、SQLJエラーに関しては、SQLの状態とメッセージが提供されます。 詳細は、4-24
ページの「SQLの状態およびエラー・コードの取出し」を参照してください。

実行時に Oracle JDBCドライバまたは RDBMSでエラーが発生した場合は、メッセージの開
始文字列を確認して、次の各マニュアルを参照してください。 

� 『Oracle8i JDBC開発者ガイドおよびリファレンス』（JDBCエラーの場合）

� 『Oracle8iエラー・メッセージ』（RDBMSエラーの場合）

SQLJランタイム・エラーのリストは、B-40ページの「ランタイム・メッセージ」を参照し
てください。

トランスレータおよびランタイムでのトランスレータおよびランタイムでのトランスレータおよびランタイムでのトランスレータおよびランタイムでの NLSサポートサポートサポートサポート
Oracle SQLJでは、Javaの組込み NLS機能が使用されます。ここでは、SQLJにおけるNLS
サポートとネイティブ文字コードの基本事項を説明します。まず、文字コードおよび言語サ
ポートが、Oracle SQLJでどのように実装されているかを説明します。次に、NLSの設定を
変更するために、Oracle SQLJのコマンドラインから指定できるオプションについて説明し
ます。 

ここでは、OracleのNLSについての知識があることを前提としています。特に、文字コー
ドおよびロケールについての知識が必要です。詳細は、『Oracle8i NLSガイド』を参照して
ください。

文字コードと言語サポート文字コードと言語サポート文字コードと言語サポート文字コードと言語サポート
SQLJのNLSサポートは、次の 2つに大別できます。

� 文字コード

文字コードは、3つに分類できます。つまり、SQLJトランスレーション時のソース・
ファイルの読込みや生成に使用される文字コード、SQLJトランスレーション時のエ
ラー・メッセージやステータス・メッセージの生成に使用される文字コード、およびア
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プリケーション実行時のエラー・メッセージやステータス・メッセージの生成に使用さ
れる文字コードです。

� 言語サポート

SQLJトランスレーション時または SQLJ実行時に、SQLJからエラー・メッセージおよ
びステータス・メッセージが出力される場合に、どの言語のメッセージ・リストを使用
するのかを指定します。

実行時の NLSの機能は、データベースの文字セットにある文字のみを SQLJソース・コード
および SQL文字データに使用していることを想定しており、ユーザーは特に意識する必要
がありません。SQL文字データと Unicodeとのマッピングは、透過的に行われます。 

多言語対応のアプリケーションでは、Unicodeを認識するデータベースを使用することをお
薦めします。 

文字コードの概要文字コードの概要文字コードの概要文字コードの概要
Oracle SQLJでは、ソース・ファイルの文字コード設定に従って、次の 2つが決定されます。

� .sqljおよび .javaの入力ファイル内のソース・コードの記述方法。これらのファイ
ルは、SQLJトランスレータが解読できる必要があります。

� SQLJによって生成された .java出力ファイル内のソース・コードの表記方法。

注意注意注意注意 : 

� SQLJトランスレータでは、Unicode 2.0および Java Unicodeのエス
ケープ・シーケンスが完全にサポートされています。これに対し
SQLJコマンドライン・ユーティリティでは、Unicodeエスケープ・
シーケンスがサポートされていないため、オペレーティング・システ
ムでサポートされているネイティブの文字しか使用できません。コマ
ンドライン・オプションに Unicodeエスケープ・シーケンスの入力が
必要な場合は、かわりに SQLJプロパティ・ファイルに入力してくだ
さい。SQLJプロパティ・ファイルでは Unicodeエスケープ・シーケ
ンスがサポートされているためです。

� 埋込み SQL操作で使用される文字と、データベースから読み書きする
文字のコード化およびトランスレーションは、JDBCで直接処理され
ます。SQLJは、これらの処理に介在しません。ただし、変換時にオ
ンラインのセマンティクス・チェックが有効になっていると、データ
ベースの文字セットと互換性のない文字が SQL DML操作のテキスト
に含まれている場合は、警告メッセージが表示されます。

� JDBCの NLS機能の詳細は、『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。
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デフォルトでは、SQLJでは JVMの file.encodingプロパティで指定されている文字コー
ドが使用されます。ソース・ファイルで他の文字コードが使用されている場合は、その文字
コードを SQLJに通知して、正しく変換されるようにします。

その場合、SQLJの -encodingオプションを使用します。この -encodingオプションの設
定は、SQLJからコンパイラに渡され、.javaファイルの読込み時に使用されます。（ただ
し、SQLJの -compiler-encoding-flagがオフになっている場合を除きます。） 

トランスレーション時やエンド・ユーザーによるアプリケーション実行時の SQLJメッセー
ジ出力にも、この文字コード設定が使用されます。この文字コードは、SQLJの -encoding
オプションとは関係なく、file.encodingプロパティに従って設定されます。

ソース・ファイルの文字コードを指定する場合は、-encodingオプションを使用します。
このオプションには、Java環境でサポートされているどの文字コードも指定できます。Sun 
Microsystemsの JDKを使用している場合は、native2asciiのドキュメントに Java環境
で使用可能な文字コードがリストされています。次のWebサイトにアクセスして参照して
ください。

http://www.javasoft.com/products/jdk/1.1/docs/tooldocs/solaris/native2ascii.html

Sun Microsystemsの JDKでは、数多くの文字コードがサポートされています。たとえば、
8859_1～ 8859_9（ISO Latin-1～ ISO Latin-9）、JIS（日本語）、SJIS（Shift-JIS、日本
語）、UTF8などが含まれています。

注意注意注意注意 : ソース・ファイルの文字コードを指定するときに、
file.encodingプロパティを変更しないでください。プラットフォーム
やオペレーティング・システムの環境によっては、Java操作の他の機能に
影響し、一部の文字コードしか利用できなくなる場合があります。
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言語サポートの概要言語サポートの概要言語サポートの概要言語サポートの概要
SQLJでは、トランスレーション時や実行時のエラー・メッセージやステータス・メッセー
ジに、JVMの user.languageプロパティで指定されている Javaのロケール設定が使用さ
れます。通常、この設定をユーザーが変更する必要はありません。 

言語サポートは、キーと値が対になったメッセージ・リソースを使用して実装されます。た
とえば、英語の「OkKey」というキーと「Okay」という値は、ドイツ語の「OkKey」と
「Gut」に相当します。どのメッセージ・リソースを使用するかは、ロケール設定の値で決定
されます。

SQLJでサポートされているロケール設定は、en（英語）、de（ドイツ語）、fr（フランス
語）および ja（日本語）です。

注意注意注意注意 : 

� メッセージとソース・ファイルのいずれの場合も、使用している文字
コードで表現できない文字は、Java Unicodeエスケープ・シーケンス
で表現されます。（その形式は、¥uHHHH（Hは 16進数）です。）

� 変換時の .sqljソース・ファイルの読込みと処理で表示されるエ
ラー・メッセージには、入力文字コード中の（バイト位置ではなく）
文字位置により、ソースの位置が示されます。

� 文字コード設定は、SQLJ -encodingオプションまたは Java 
file.encodingのどちらで設定したかにはかかわらず、Javaプロパ
ティ・ファイル（sqlj.propertiesや connect.propertiesな
ど）には適用されません。プロパティ・ファイルで使用される文字
コードは、常に 8859_1となっています。この特徴は、Java全般に当
てはまるのに対し、SQLJでは特にそうした決まりはありません。た
だし、Unicodeのエスケープ・シーケンスなら、プロパティ・ファイ
ルで使用できます。 （エスケープ・シーケンスを決める際は、
native2asciiユーティリティを使用することをお薦めします。9-24
ページの「native2asciiによるソース・ファイルの文字コードの変換」
を参照してください。）

注意注意注意注意 : Javaのロケール設定では、言語拡張の他にも、国拡張およびバリ
アント拡張がサポートされています。たとえば、
ErrorMessages_de_CH_var1では、CHはドイツ語の国拡張であるスイ
スを示します。var1は追加バリアントです。ただし、現行の SQLJでサ
ポートされているのは言語拡張（ここでの例では de）のみで、国拡張お
よびバリアント拡張は無視されます。
9-20  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス



トランスレータおよびランタイムでの NLSサポート
SQLJおよびおよびおよびおよび Javaの文字コードと言語サポートの設定の文字コードと言語サポートの設定の文字コードと言語サポートの設定の文字コードと言語サポートの設定
Oracle SQLJでは、次の設定を行う構文が提供されています。

� SQLJトランスレータおよび Javaコンパイラで、ソース・コードの表示に使用される文
字コード

SQLJの -encodingオプションを使用します。

� SQLJのトランスレータおよびランタイムで、エラー・メッセージやステータス・メッ
セージの表示に使用される文字コード

SQLJの接頭辞 -Jを使用して、Javaの file.encodingプロパティを設定します。

� SQLJのトランスレータおよびランタイムで、エラー・メッセージやステータス・メッ
セージの表示に使用されるロケール

SQLJの接頭辞 -Jを使用して、Javaの user.languageプロパティを設定します。

ソース・コードの文字コードの設定ソース・コードの文字コードの設定ソース・コードの文字コードの設定ソース・コードの文字コードの設定
トランスレータで読み込まれた .sqljファイル、トランスレータで生成された .javaファ
イル、およびコンパイラで読み込まれた .javaファイルを表す場合に使用される文字コー
ドは、SQLJの -encodingオプションで指定します。（SQLJの
-compiler-encoding-flagがオフになっていない限り、このオプションの設定は SQLJ
からコンパイラに渡されます。）

このオプションは、コマンドラインで設定するか、または次の例のように環境変数
SQLJ_OPTIONSを使用して設定します。

-encoding=SJIS

または、次のように SQLJプロパティ・ファイルで設定する方法もあります。

sqlj.encoding=SJIS

この文字コード化オプションが設定されていない場合は、トランスレータとコンパイラの両
方で、JVMの file.encodingプロパティに指定された文字コードが使用されます。この
オプションは、SQLJコマンドラインでも設定できます。詳細は、9-22ページの「SQLJメッ
セージの文字コードとロケールの設定」を参照してください。

詳細は 8-25ページの「入力および出力ソース・ファイルの文字コード（-encoding）」および
8-63ページの「コンパイラが使用する文字コード（-compiler-encoding-flag）」を参照してく
ださい。

注意注意注意注意 : -encodingオプションを常に同じ値に設定する場合は、前述の 2
番目の例のようにプロパティ・ファイルで設定します。 詳細は、8-13ペー
ジの「プロパティ・ファイルによるオプション設定」を参照してくださ
い。
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SQLJメッセージの文字コードとロケールの設定メッセージの文字コードとロケールの設定メッセージの文字コードとロケールの設定メッセージの文字コードとロケールの設定
トランスレーション時および実行時に、ユーザーに出力する SQLJのエラー・メッセージお
よびステータス・メッセージの文字コードとロケールは、Javaの file.encodingプロパ
ティと user.languageプロパティで指定します。通常は必要ありませんが、この 2つのプ
ロパティやその他の JVMプロパティは、SQLJコマンドラインで SQLJの接頭辞 -Jを使用
して設定できます。この接頭辞の付いたオプションは、JVMに渡されます。 

文字コードは、次のように設定します。（この例では、日本語の文字コードである Shift-JIS
が設定されています。）

-J-Dfile.encoding=SJIS

ロケールは、次のように設定します。（この例では、日本語が設定されています。）

-J-Duser.language=ja

-J接頭辞は、コマンドラインまたは環境変数 SQLJ_OPTIONSで設定する場合にのみ使用で
きます。プロパティ・ファイルでは使用できません。プロパティ・ファイルは、JVMが起動
された後に読み込まれるためです。

SQLJの接頭辞 -Jの詳細は、8-10ページの「コマンドラインの構文と処理」および 8-45
ページの「Java仮想マシンに渡すオプション（-J）」を参照してください。

注意注意注意注意 : プラットフォームやオペレーティング・システムの環境によって
は、一部の文字コードしか利用できない場合があります。

注意注意注意注意 : 

� file.encoding、user.languageなどの Javaプロパティを常に同
じ値に設定する場合は、環境変数 SQLJ_OPTIONSに -Jを設定して
おきます。このように設定すると、コマンドラインで何度も同じ値を
指定する必要がありません。この構文は、基本的にコマンドラインの
構文と同じです。 詳細は、8-16ページの「環境変数 SQLJ_OPTIONS
によるオプションの設定」を参照してください。

� SQLJの -encodingオプションが設定されていない場合は、
file.encodingの設定がソース・ファイル、エラー・メッセージお
よびステータス・メッセージに適用されます。

� file.encodingプロパティの値を変更すると、予測できないところ
で Java操作が影響される場合があります。設定を変更する場合は、
オペレーティング・システムとの互換性に注意してください。
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SQLJ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 : 文字コード化およびロケールの設定文字コード化およびロケールの設定文字コード化およびロケールの設定文字コード化およびロケールの設定
次は、JVMの file.encodingおよび user.languageが設定された完全な SQLJコマン
ドラインの例です。

sqlj -encoding=8859_1 -J-Dfile.encoding=SJIS -J-Duser.language=ja Foo.sqlj

この例では、SQLJの -encodingオプションで、SQLJトランスレーション時のソース・
コード表示に使用する文字コードとして 8859_1（Latin-1）が指定されています。.sqlj入
力ファイルの読込み時と .java出力ファイルの生成時には、この文字コードがトランス
レータに使用されます。その後で、この文字コード設定が Javaコンパイラに渡されて、生
成された .javaファイルの読込み時に使用されます。（-encodingオプションが指定され
ていると、その設定は Javaコンパイラに渡されます。ただし、SQLJの
-compiler-encoding-flagがオフになっている場合を除きます。）

Foo.sqljのトランスレーション時に SQLJトランスレータによって出力されるエラー・
メッセージおよびステータス・メッセージには、文字コードとして SJIS、ロケールとして
jaが使用されます。

SQLJ外での外での外での外での NLS操作操作操作操作
ここでは、SQLJ外でのNLSの設定の操作方法について説明します。

アプリケーションの実行時に行う文字コードとロケールの設定アプリケーションの実行時に行う文字コードとロケールの設定アプリケーションの実行時に行う文字コードとロケールの設定アプリケーションの実行時に行う文字コードとロケールの設定
通常の Javaアプリケーションと同じように、JVMを起動して SQLJアプリケーションを実
行する際に、file.encodingや user.languageなどの JVMのプロパティを直接指定で
きます。これにより、アプリケーション実行時に出力されるメッセージに使用される文字
コードおよびロケールが決定します。

たとえば、次のように指定します。

java -Dfile.encoding=SJIS -Duser.language=ja Foo

この場合、文字コードには SJISが使用され、ロケールには日本語が使用されます。

APIによるによるによるによる Javaプロパティの設定プロパティの設定プロパティの設定プロパティの設定
Javaコードで Javaプロパティの値を確認するには、
java.lang.System.getProperty()メソッドを使用し、該当のプロパティを指定しま
す。次にその例を示します。

public class Settings
{
   public static void main (String[] args)
   {
      System.out.println("Encoding: " + System.getProperty("file.encoding")
                       + ", Language: " + System.getProperty("user.language"));
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   }
}

このコードをコンパイルすると、スタンドアロン・ユーティリティとして実行できます。

すべてのプロパティの値を戻り値とする getProperties()メソッドもあります。ただし、
サーバー側で実行されるコード中にこのメソッドを使用すると、セキュリティの例外が生成
されます。

java.lang.Systemの詳細は、次のWebサイトを参照してください。

http://www.javasoft.com/products/jdk/1.1/docs/api/java.lang.System.html

native2asciiによるソース・ファイルの文字コードの変換によるソース・ファイルの文字コードの変換によるソース・ファイルの文字コードの変換によるソース・ファイルの文字コードの変換
Sun Microsystemsの JDKを使用している場合は、SQLJを使用せずにソース・コードの文字
コードを変換できます。native2asciiというユーティリティを使用すると、ネイティブ
な文字コードのソースが、Unicodeエスケープ・シーケンスを使用した 7ビット ASCIIに変
換されます。 

native2asciiを実行するには、次のように指定します。

% native2ascii <options> <inputfile> <outputfile>

入力ファイルまたは出力ファイルが指定されていない場合は、標準入力または標準出力が使
用されます。このコマンドでは、次の 2つのオプションを使用できます。

� -reverse（逆変換を行います。つまり、Latin-1または Unicodeからネイティブ・コー
ドに変換します。）

� -encoding <encoding>

次にその例を示します。

% native2ascii -encoding SJIS Foo.sqlj Temp.sqlj

詳細は、次のWebサイトを参照してください。

http://www.javasoft.com/products/jdk/1.1/docs/tooldocs/solaris/native2ascii.html

注意注意注意注意 : native2asciiで生成されたソース・コードを SQLJでトランス
レーションする場合は、SQLJを起動する側の JVMの file.encoding
に、7ビット ASCIIのスーパーセットをサポートする文字コードを設定す
るようにしてください。EBCDICまたは Unicodeの場合は、この設定は必
要ありません。
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プロファイルとカスタマイズプロファイルとカスタマイズプロファイルとカスタマイズプロファイルとカスタマイズ

プロファイルとプロファイルのカスタマイズについては、1-5ページの「SQLJプロファイ
ル」で簡単に説明しました。

この章では、技術的に詳しく説明します。また、カスタマイザ・オプションと、デフォルト
の Oracleカスタマイザ以外のカスタマイザの使用方法を示します。

この章では、次の項目について説明します。

� プロファイルについて

� プロファイルのカスタマイズについて

� カスタマイズ・オプションとカスタマイザの選択

� プロファイルの JARファイルの使用

� プロファイルのセマンティクス・チェック用の SQLCheckerCustomizer
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プロファイルについて
プロファイルについてプロファイルについてプロファイルについてプロファイルについて
SQLJプロファイルには、埋込み SQL操作に関する情報が含まれています。プロファイル
は、アプリケーションで使用される接続コンテキスト・クラスごとに、個別に生成されま
す。プロファイルは、SQLJトランスレータのコード生成フェーズで生成され、カスタマイ
ズ・フェーズでカスタマイズされます。カスタマイズが行われると、アプリケーションでベ
ンダー固有のデータベース機能を使用できるようになります。これらのベンダー固有の操作
を別々にプロファイルにまとめると、それ以外の部分を汎用コードとして使用できます。 

各プロファイルには、関連する接続コンテキスト・クラスを使用する SQLJ文に対する一連
のエントリが含まれています。各エントリは、アプリケーション内の 1つの SQLJ操作に対
応しています。

プロファイルは、アプリケーションとパッケージ化されるリソース・ファイルに、シリアル
化されたオブジェクトとして保存されます。そのため、プロファイルは、随時にロード、読
込みおよび変更（追加または再カスタマイズ）ができます。プロファイルのカスタマイズ時
に、情報は追加されますが、削除されることはありません。プロファイルは、複数回カスタ
マイズできます。その場合、以前にカスタマイズされたプロファイルは変更されません。そ
のため、アプリケーションを各種の環境で実行できます。これをバイナリ移植性と呼びま
す。

プロファイルにバイナリ移植性を持たせるために、Oracle SQLJは SQLJの業界標準に従っ
て実装されています。 

コード生成時のプロファイルの生成コード生成時のプロファイルの生成コード生成時のプロファイルの生成コード生成時のプロファイルの生成
トランスレータは、コード生成時に次のようにプロファイルを生成します。

1. sqlj.runtime.profile.Profileクラスのインスタンスとして、プロファイル・オ
ブジェクトを生成します。

2. 生成されたプロファイル・オブジェクトに、埋込み SQL操作（関連する接続コンテキ
スト・クラスを使用する SQLJ文）に関する情報を挿入します。

3. プロファイル・オブジェクトをシリアル化して、Javaリソース・ファイルに保存しま
す。このファイルはプロファイル・ファイルと呼ばれ、拡張子として .serが付加され
ます。

注意注意注意注意 : Oracle SQLJでは、オプションを指定して、トランスレータでこ
れらの .serファイルを .classファイルに自動変換できます（.ser
ファイルは、一部のブラウザではサポートされていません）。ただし、
いったん自動変換したプロファイルは、カスタマイズの対象にならなくな
ります。詳細は、8-52ページの「.serファイルから .classファイルへの変
換（-ser2class）」を参照してください。
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9-5ページの「コードの生成」で説明したように、アプリケーション Fooのプロファイル・
ファイル名は、次のようになります。

Foo_SJProfilen.ser

SQLJでは Foo_SJProfile0.ser、Foo_SJProfile1.serなどのファイルが、コード中
に使用した接続コンテキスト・クラスの数に応じて生成されます。-ser2classオプション
が設定されている場合は、Foo_SJProfile0.class、Foo_SJProfile1.classなどの
ファイルが生成されます。

各プロファイルには、SQLJの実行時にコールされる getConnectedProfile()メソッド
が含まれています。このメソッドは、JDBCの Connectionオブジェクトに相当するものを
戻します。ただし、そのオブジェクトには機能が追加されています。 詳細は、10-9ページの
「カスタマイズされたプロファイルの実行時の機能」を参照してください。

プロファイル・エントリの例プロファイル・エントリの例プロファイル・エントリの例プロファイル・エントリの例
ここでは、SQLJ実行文と、生成されるプロファイル・エントリの例を示します。ここに示
すプロファイル・エントリは、わかりやすいように関係のない部分は省略して、テキストで
表記してあります。 

プロファイル・エントリでは、ホスト変数が JDBC構文（疑問符）に置き換えられることに
注意してください。

SQLJ実行文実行文実行文実行文
次のような宣言があるとします。

#sql iterator Iter (double sal, String ename);

また、次のような実行文があるとします。

String empname = 'Smith';
Iter it;
...
#sql it = { SELECT ename, sal FROM emp WHERE ename = :empname };

注意注意注意注意 : プロファイル・オブジェクトとは、シリアル化される前の元の状
態のプロファイルを示します。プロファイル・ファイルとは、シリアル化
された状態（.serファイル）を示します。
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プロファイルのカスタマイズについて
対応する対応する対応する対応する SQLJプロファイル・エントリプロファイル・エントリプロファイル・エントリプロファイル・エントリ
=================================================================
...
#sql { SELECT ename, sal FROM emp WHERE ename = ? };
...
PREPARED_STATEMENT executed via EXECUTE_QUERY 
role is QUERY
descriptor is null
contains one parameter
1. mode: IN, java type: java.lang.String (java.lang.String),
   sql type: VARCHAR, name: ename, ...
result set type is NAMED_RESULT
result set name is Iter
contains 2 result columns
1. mode: OUT, java type: double (double),
   sql type: DOUBLE, name: sal, ...
2. mode: OUT, java type: java.lang.String (java.lang.String),
   sql type: VARCHAR, name: ename, ...
=================================================================

プロファイルのカスタマイズについてプロファイルのカスタマイズについてプロファイルのカスタマイズについてプロファイルのカスタマイズについて
デフォルトでは、SQLJソース・ファイルに対して sqljスクリプトを実行すると、自動的
にカスタマイズが行われます。その場合、コード生成時にトランスレータによって生成され
た各プロファイルが、使用するデータベースにあわせてカスタマイズされます。デフォルト
の oracle.sqlj.runtime.OraCustomizerという Oracleカスタマイザを使用すると、
Oracle8iデータベース固有の型拡張および強化機能を利用できるように、プロファイルが最
適化されます。

sqljスクリプトを実行して、既存のプロファイルをカスタマイズすることも可能です。
SQLJコマンドラインで、個々の .serファイル、.serファイルを含む .jarファイル、ま
たはその両方を指定できます。 

注意注意注意注意 : このプロファイル・エントリは、わかりやすいようにテキストで
表記してありますが、実際のエントリはテキスト形式ではありません。 た
だし、SQLJの -P-printオプションを使用すると、テキストとして出力
できます。詳細は、10-11ページの「カスタマイザ・ハーネスのオプショ
ンの概要」を参照してください。
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カスタマイザ・ハーネスおよびカスタマイザの概要カスタマイザ・ハーネスおよびカスタマイザの概要カスタマイザ・ハーネスおよびカスタマイザの概要カスタマイザ・ハーネスおよびカスタマイザの概要
Oracleカスタマイザを使用する場合も、その他のカスタマイザを使用する場合も、SQLJで
のカスタマイズには、カスタマイザ・ハーネスと呼ばれるフロント・エンドのカスタマイ
ズ・ユーティリティが使用されます。

SQLJの実行時に指定できるカスタマイズ・オプションとしては、カスタマイザ・ハーネス
用（あらゆるカスタマイザに適用できる一般的なカスタマイザ設定）およびカスタマイザ用
（カスタマイザ固有の設定）があります。これらのオプションは、コマンドラインまたはプ
ロパティ・ファイルで指定します。詳細は、10-10ページの「カスタマイズ・オプションと
カスタマイザの選択」を参照してください。

実装の詳細実装の詳細実装の詳細実装の詳細    ここでは、Oracleでのカスタマイザ・ハーネスおよび Oracleカスタマイザの
実装について説明します。これらの情報はほとんどの SQLJ開発者には必要ありません。

カスタマイザ・ハーネスはコマンドラインで使用するツールで、
sqlj.runtime.profile.util.CustomizerHarnessクラスの 1つのインスタンスで
す。SQLJトランスレータを実行するたびに、CustomizerHarnessオブジェクトが生成さ
れ、起動します。カスタマイズ時に、ハーネスは使用しているカスタマイザ（デフォルトの
Oracleカスタマイザなど）のカスタマイザ・クラスのオブジェクトを生成して起動し、プロ
ファイルをロードします。 

Oracleカスタマイザは、oracle.sqlj.runtime.OraCustomizerクラスで定義されま
す。すべてのカスタマイザは JavaBeans APIに準拠し、プロパティを公開する JavaBeansコ
ンポーネントであることが必要です。また、
sqlj.runtime.profile.util.ProfileCustomizerインタフェースを実装して、
customize()メソッドが指定されていることが必要です。プロファイルをカスタマイズす
るには、このメソッドを特定のカスタマイザに実装します。 

カスタマイザ・ハーネスは、カスタマイズするプロファイルごとに、カスタマイザ・オブ
ジェクトの customize()メソッドをコールします。

注意注意注意注意 : 

� デフォルトのOracleカスタマイザをトランスレータ時に使用する場合
は、その実行時に Oracle SQLJランタイムおよび Oracle JDBCドライ
バがアプリケーションで必要になります。これらは、Oracleの拡張型
をコード中に使用しない場合にも必要です。 

� アプリケーションでカスタマイズ（接続のための処理）を行わない場
合には、汎用 SQLJランタイムが使用されます。

� SQLJで一度に実行できるのは、.sqljファイルや .javaファイルに
対する処理（トランスレータ、コンパイルおよびカスタマイズ）、ま
たは .serファイルや .jarファイルに対する処理（カスタマイズの
み）のいずれか一方です。
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カスタマイズ処理の手順カスタマイズ処理の手順カスタマイズ処理の手順カスタマイズ処理の手順
トランスレーション時のカスタマイズ処理は、次のように行われます。これは、SQLJの全
体的な実行におけるカスタマイズ・フェーズの場合も、既存のプロファイルのみをカスタマ
イズする場合も同じです。

1. SQLJは、カスタマイザ・ハーネスを起動して、指定されているカスタマイズの汎用オ
プションをそのカスタマイザ・ハーネスに渡します。

2. カスタマイザ・ハーネスは、使用するカスタマイザを起動して、指定されているカスタ
マイザ固有のオプションをそのカスタマイザに渡します。 

3. カスタマイザ・ハーネスは、.jarファイル内のプロファイル・ファイルを検出して抽
出します。（この処理は、コマンドラインで .jarファイルを指定して、カスタマイズ
のみを行うために SQLJを実行した場合にのみ行われます。）

4. カスタマイザ・ハーネスは、各プロファイル・ファイルをプロファイル・オブジェクト
にシリアル化解除します。（対象は、SQLJの全体的な実行で自動的に生成される .ser
ファイル、カスタマイズのみを行うためにコマンドラインで指定した .serファイル、
またはカスタマイズのみを行うために、コマンドラインで指定した .jarから抽出され
た .serファイルです。）

5. データベース接続が必要なカスタマイザを使用している場合、カスタマイザ・ハーネス
が接続を確立します。 

6. カスタマイザ・ハーネスは、プロファイルごとに手順 2でインスタンス化されたカスタ
マイザ・オブジェクトの customize()メソッドをコールします。（カスタマイザを
Oracle SQLJで使用するには、customize()メソッドが必要です。）

7. 通常、customize()メソッドは、各プロファイルの内容をカスタマイズして、そのカ
スタマイズ内容を同じプロファイルに登録します。（ただし、これはカスタマイザで処
理する内容に依存します。カスタマイザによっては、特別な処理を行うために、このよ
うなカスタマイズと登録を必要としない場合があります。）

8. カスタマイザ・ハーネスは、各ファイルを再度シリアル化して .serファイルを生成し
ます。

9. カスタマイザ・ハーネスは、カスタマイズされた各 .serファイルで、カスタマイズ前
の元の .serファイルを上書きし、.jarの内容を再度生成します。（この処理は、コマ
ンドラインで .jarファイルを指定して、カスタマイズのみを行うために SQLJを実行
した場合にのみ行えます。） 
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プロファイルのカスタマイズについて
プロファイルのカスタマイズと登録プロファイルのカスタマイズと登録プロファイルのカスタマイズと登録プロファイルのカスタマイズと登録
カスタマイザ・ハーネスは、customize()メソッドをコールして、プロファイルをカスタ
マイズします。その場合、このメソッドにプロファイル・オブジェクト、JDBCの
Connectionオブジェクト（接続が必要なカスタマイザを使用している場合）、およびエ
ラー・ログ・オブジェクト（カスタマイズ時に出力されたエラー・メッセージのログに使
用）を渡します。 

1回の SQLJの実行では、すべてのカスタマイズに同じエラー・ログ・オブジェクトが透過
的に使用されます。カスタマイザ・ハーネスは、エラー・ログ・オブジェクトに書き込まれ
たメッセージを読み込み、標準出力（通常はディスプレイ）にリアルタイムで出力します。

各プロファイルには複数のエントリが含まれており、それぞれ SQL操作に対応しています。
（これらはアプリケーション内の SQL操作であり、そのプロファイルに対応付けられている
接続コンテキスト・クラスのインスタンスが使用されます）。 

customize()は、これらのエントリに対して特別な処理を行います。各エントリの構文の
妥当性チェックのような簡単な処理の場合もあれば、元のエントリに特定のデータベースの
機能を使用するための変更を加えて、新しいエントリを生成するような複雑な処理の場合も
あります。

注意注意注意注意 : 

� プロファイルのカスタマイズ時にエラーが発生した場合、元の .ser
ファイルは上書きされません。 

� .jarファイル内のプロファイルのカスタマイズ時にエラーが発生し
た場合、元の .jarファイルは上書きされません。

� SQLJでは、一度に複数のカスタマイザを実行することは不可能です。
1つのプロファイルに対して複数回カスタマイズを行うには、SQLJを
複数回実行する必要があります。追加でカスタマイズを行う場合は、
SQLJのコマンドラインでプロファイル名を直接入力します。 

注意注意注意注意 : 

� customize()でプロファイル・エントリを処理しても、元のエント
リが変更されることはありません。

� 特定の環境で使用するためにプロファイルをカスタマイズしても、他
の環境でアプリケーションを実行できなくなることはありません。各
種の環境で使用できるようにするには、プロファイルを複数回カスタ
マイズします。これらのカスタマイズが他のカスタマイズに影響する
ことはありません。 
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プロファイルのカスタマイズについて
実装の詳細実装の詳細実装の詳細実装の詳細    ここでは、Oracleでのカスタマイズ処理について説明します。これらの情報は
ほとんどの SQLJ開発者には必要ありません。

Oracleカスタマイザの場合、customize()メソッドは、元のプロファイルの各エントリと
対応するエントリで構成されるデータ構造を生成します。元のエントリが変更されるのでは
なく、新しく生成されたエントリが Oracle8iの機能を利用できるようにカスタマイズされま
す。たとえば、BLOBが使用されている場合は、元のエントリで BLOBを取り出すために使
用されている汎用の getObject()コールが、getBLOB()コールに置き換えられます。 

これらの新しいエントリは、sqlj.runtime.profile.Customizationインタフェース
を実装したカスタマイズ・クラスのオブジェクトにカプセル化されます。そのカスタマイ
ズ・オブジェクトが、プロファイル・オブジェクトに挿入されます。（プロファイル・オブ
ジェクトと同様に、カスタマイズ・オブジェクトもシリアル化できます。）

次に、カスタマイザ・ハーネスは、プロファイル・オブジェクトの機能を使用して、カスタ
マイズ内容を登録します。この処理により、プロファイルに対して行われたカスタマイズ内
容の履歴が記録されます。 

カスタマイズ時に発生したエラーはエラー・ログに書き込まれ、カスタマイザ・ハーネスに
よって適宜通知されます。

Customizationオブジェクトには、acceptsConnection()メソッドが定義されていま
す。特定の JDBCConnectionオブジェクトの接続プロファイル・オブジェクトがカスタマ
イズで生成されるかどうかを判断する場合、このメソッドを実行時にコールします。接続プ
ロファイル・オブジェクトは、sqlj.runtime.profile.ConnectedProfileインタ
フェースを実装したクラスのインスタンスです。このオブジェクトは、プロファイル・オブ
ジェクトと JDBC接続間のマッピングを示します。これは JDBCの Connectionオブジェ
クトに相当し、文を生成します。その他に、ベンダー固有の機能を実装します。 

カスタマイズ時のエラー・メッセージとステータス・メッセージカスタマイズ時のエラー・メッセージとステータス・メッセージカスタマイズ時のエラー・メッセージとステータス・メッセージカスタマイズ時のエラー・メッセージとステータス・メッセージ
カスタマイザ・ハーネスでのエラー・メッセージとステータス・メッセージは、SQLJトラ
ンスレータと同じ出力デバイスに出力されます。ただし、カスタマイズに関する警告メッ
セージは、非表示にはできません。（9-11ページの「トランスレータのエラー、警告および
情報メッセージ」を参照してください。）

カスタマイザ・ハーネスによって生成されるエラー・メッセージは、次の 4つのカテゴリに
分類できます。

� 認識できないオプションまたは不正なオプション

� 接続のインスタンス化エラー

� プロファイルのインスタンス化エラー

� カスタマイザのインスタンス化エラー
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カスタマイズ時に、カスタマイザ・ハーネスによって、ステータス・メッセージが生成され
ます。これらのメッセージを参照して、プロファイルが正しくカスタマイズされたかどうか
を確認できます。ステータス・メッセージは、次の 3つのカテゴリに分類できます。

� プロファイルの変更状態

� .jarファイルの変更状態

� 作成されたバックアップ・ファイル名（カスタマイザ・ハーネスの -backupオプショ
ンが設定されている場合）

この他にも、特定のカスタマイザの customize()のメソッドによって、カスタマイザ固有
のエラーや警告が出力される場合があります。

カスタマイズ時に、プロファイル・カスタマイザによって、メッセージがエラー・ログに書
き込まれます。その後、カスタマイザ・ハーネスによって、そのログ内容がリアルタイムで
読み込まれます。最後に、ハーネスからの他の出力とあわせて、そのメッセージが SQLJの
出力デバイスに出力されます。ユーザーがエラー・ログの内容に直接アクセスする必要はあ
りません。

カスタマイズされたプロファイルの実行時の機能カスタマイズされたプロファイルの実行時の機能カスタマイズされたプロファイルの実行時の機能カスタマイズされたプロファイルの実行時の機能
カスタマイズされたプロファイルは、それが対応付けられている接続コンテキスト・クラス
の静的なメンバーです。SQLJランタイムでは、アプリケーション内の各 SQLJ文に対して、
その文が対応付けられている接続コンテキスト・クラスとインスタンスが確認されます。次
に、その接続コンテキスト・クラスのカスタマイズされたプロファイルと、特定の接続コン
テキスト・クラスの基になる JDBC接続を使用して、接続プロファイルが生成されます。こ
の接続プロファイルを SQLJランタイムで使用すると、SQLJアプリケーションの実行時にベ
ンダー固有の機能を利用できるようになります。 

実装の詳細実装の詳細実装の詳細実装の詳細    ここでは、Oracle SQLJランタイムでのカスタマイズ済みプロファイルの利用
について説明します。これらの情報はほとんどの SQLJ開発者には必要ありません。

SQLJランタイムでは、SQLJ文の実行時に、その文に対応付けられた接続コンテキスト・ク
ラスのメソッドと、その接続コンテキスト・クラスに対応付けられたプロファイル・オブ
ジェクトが使用されます。その場合、次のように処理が行われます。

1. エンド・ユーザーが実行しているアプリケーション内に実行の必要な SQL操作がある
と、SQLJランタイムで接続コンテキストの getConnectedProfile()メソッドが
コールされます。 

2. 接続コンテキストの getConnectedProfile()メソッドは、その接続コンテキスト・
クラスに対応付けられているプロファイル・オブジェクトの
getConnectedProfile()メソッドをコールし、接続を渡します。（この接続インタン
スが、SQL操作に使用する接続コンテキスト・クラスの基礎となります。） 

3. プロファイル・オブジェクトの getConnectedProfile()メソッドは、そのプロファ
イルに登録されている各 Customizationオブジェクトの acceptsConnection()メ
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ソッドをコールします。接続を最初に受け取った Customizationオブジェクトが接続
プロファイルを生成し、それをランタイムに渡します。

4. 接続プロファイルは、SQL操作の実行時に JDBC接続と同じように使用され、実行する
文を生成します。その他に、カスタマイズされた特別な機能を実装します。

カスタマイズ・オプションとカスタマイザの選択カスタマイズ・オプションとカスタマイザの選択カスタマイズ・オプションとカスタマイザの選択カスタマイズ・オプションとカスタマイザの選択
ここでは、プロファイルのカスタマイズ時のオプションについて説明します。これらのオプ
ションは、次の 3つのカテゴリに分類できます。

� カスタマイザ・ハーネスに対して指定するオプション。使用するカスタマイザに関係な
く適用されます。

このオプションの例としては、汎用オプション、接続オプション、専用カスタマイザを
起動するオプションなどがあります。

� カスタマイザ固有のオプション。これらのオプションはカスタマイザ・ハーネスを介し
て、使用するカスタマイザに対して指定します。

� SQLJオプション。これらのオプションは、カスタマイズを行うかどうか、どのカスタ
マイザを使用するかなど、カスタマイズの基本事項を指定します。

どのカテゴリのオプションも、すべて SQLJコマンドラインまたはプロパティ・ファイルを
使用して指定します。

ここでは、次の内容を取り上げます。

� カスタマイザ・ハーネスのオプションの概要

� カスタマイザ・ハーネスの汎用オプション

� カスタマイザ・ハーネスの接続用オプション

� 専用のカスタマイザの起動に使用するカスタマイザ・ハーネスのオプション

� カスタマイザ固有のオプションの概要

� Oracleカスタマイザのオプション

� プロファイルのカスタマイズ用の SQLJオプション

デフォルトの Oracleカスタマイザ以外のカスタマイザを選択するには、カスタマイザ・
ハーネスの -customizerオプション（10-11ページの「カスタマイザ・ハーネスのオプ
ションの概要」を参照）または SQLJの -default-customizerオプション（10-34ページ
の「プロファイルのカスタマイズ用の SQLJオプション」を参照）を使用します。
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カスタマイザ・ハーネスのオプションの概要カスタマイザ・ハーネスのオプションの概要カスタマイザ・ハーネスのオプションの概要カスタマイザ・ハーネスのオプションの概要
Oracle SQLJのカスタマイザ・ハーネスには、特定のカスタマイザ以外にも使用できるオプ
ションがいくつか用意されています。このハーネスの各オプションは、カスタマイズ処理を
フロントエンドで調整する際に使用されます。 

カスタマイザ・ハーネスのオプションの概要カスタマイザ・ハーネスのオプションの概要カスタマイザ・ハーネスのオプションの概要カスタマイザ・ハーネスのオプションの概要
SQLJコマンドラインでカスタマイザ・ハーネス・オプションを設定する場合は、次の構文
を使用します。

-P-option=value

SQLJプロパティ・ファイルでは、次の構文を使用します。

profile.option=value

ブール値のオプション（フラグ）を有効にするには、次のように指定します。

-P-option 

または、次のように指定します。

-P-option=true

ブール値のオプションは、デフォルトでは無効になっています。明示的に無効にするには、
次のように指定します。

-P-option=false

このオプションの構文の詳細は、8-48ページの「プロファイル・カスタマイザに渡すオプ
ション（-P）」および 8-14ページの「プロパティ・ファイルの構文」を参照してください。

カスタマイザ・ハーネスでサポートされているオプションカスタマイザ・ハーネスでサポートされているオプションカスタマイザ・ハーネスでサポートされているオプションカスタマイザ・ハーネスでサポートされているオプション
カスタマイザ・ハーネスには、次の汎用オプションを使用できます。

� backup:  カスタマイズ前にプロファイルのバックアップ・コピーを作成するためのオ
プション

� context:  リストされた接続コンテキスト・クラスに対応付けられているプロファイル
のみをカスタマイズするためのオプション

� customizer:  使用するカスタマイザを指定するためのオプション

� digests:  .jarマニフェスト・ファイルのダイジェスト値を指定するためのオプショ
ン（.jarファイルのカスタマイズを指定した場合のみ）

� help:  カスタマイザ・オプションを表示するためのオプション（SQLJコマンドライン
を使用した場合のみ）
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� verbose: カスタマイズ時にステータス・メッセージを表示するためのオプション

カスタマイザ・ハーネスでは、次のカスタマイザ・データベース接続用オプションを使用で
きます。現行リリース 8.1.6の Oracleカスタマイザでは、列定義（パフォーマンスの最適
化）用の optcolsオプションを有効化した場合にのみこれらのオプションが使用されます。
また、SQLCheckerCustomizerと呼ばれる、プロファイルに対してセマンティクス・
チェックを実行する特別なカスタマイザを使用した場合にも、これらのオプションが使用さ
れます。

� user:  このカスマイズで使用する接続用ユーザー名を指定するためのオプション

� password:  このカスタマイズで使用する接続用パスワードを指定するためのオプション

� url:  このカスタマイズで使用する接続用 URLを指定するためのオプション

� driver:  このカスタマイズで使用する接続用 JDBCドライバを指定するためのオプション

Oracleカスタマイザ optcolsフラグの詳細は、10-24ページの「Oracleカスタマイザの列
定義オプション（optcols）」を参照してください。 SQLCheckerCustomizerの詳細は、
10-36ページの「プロファイルのセマンティクス・チェック用の SQLCheckerCustomizer」
を参照してください。

次に示すコマンドも、カスタマイザ・ハーネスのオプションとして機能します。ただし、こ
れらのオプションを実装するには、Oracle SQLJで提供される専用のカスタマイザを使用す
る必要があります。

� debug:  指定されたプロファイルにデバッグ情報を挿入し、実行時に出力するためのオ
プション

� print:  指定されたプロファイルの内容をテキスト形式で出力するためのオプション

� verify:  SQLJトランスレータ実行時にすでに生成されたプロファイルに対してセマン
ティクス・チェック（トランスレーション時に行われる、ソース・コードへのセマン
ティクス・チェックに相当）を行うためのオプション

カスタマイザ・ハーネスの汎用オプションカスタマイザ・ハーネスの汎用オプションカスタマイザ・ハーネスの汎用オプションカスタマイザ・ハーネスの汎用オプション
この項では、カスタマイザ・ハーネスでサポートされている汎用オプションについて説明し
ます。

プロファイル・バックアップ・オプション（プロファイル・バックアップ・オプション（プロファイル・バックアップ・オプション（プロファイル・バックアップ・オプション（backup））））
backupフラグを使用すると、元のファイルに上書きする前に、各 .jarファイルとスタン
ドアロンの .serファイルのバックアップ・コピーをハーネスで保存できます。（.jar内の
.serファイル用のバックアップを別に作成する必要はありません。）
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バックアップ・ファイル名には、拡張子として .baknが付加されます。nは、似た名前の
ファイルが存在する場合に、必要に応じて使用される数値です。バックアップ・ファイルが
作成されるたびに、情報メッセージが出力されます。

スタンドアロンの .serファイルのカスタマイズ時にエラーが発生した場合は、元の .ser
ファイルは上書きされず、バックアップも作成されません。同様に、.jarファイル内の
.serファイルのカスタマイズ時にエラーが発生した場合も、元の .jarファイルは上書き
されず、バックアップも作成されません。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-backup<=true/false>

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  -P-backup

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.backup<=true/false>

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.backup

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  false

カスタマイズ接続コンテキスト・オプション（カスタマイズ接続コンテキスト・オプション（カスタマイズ接続コンテキスト・オプション（カスタマイズ接続コンテキスト・オプション（context））））
contextオプションを使用すると、指定された接続コンテキスト・クラスに対応するプロ
ファイルのみに、カスタマイズの対象を限定できます。クラスの完全修飾名を指定します。
複数のクラスを指定する場合は、各クラスをカンマで区切ります。次にその例を示します。

-P-context=sqlj.runtime.ref.DefaultContext,foo.bar.MyCtxtClass

カンマの前後には、スペースは不要です。

このオプションが指定されていない場合は、対応付けられている接続コンテキスト・クラス
に関係なく、すべてのプロファイルがカスタマイズされます。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-context=ctx_class1<,ctx_class2,...>

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  -P-context=foo.bar.MyCtxtClass

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.context=ctx_class1<,ctx_class2,...>

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.context=foo.bar.MyCtxtClass

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  なし（すべてのプロファイルがカスタマイズされます）
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カスタマイザ・オプション（カスタマイザ・オプション（カスタマイザ・オプション（カスタマイザ・オプション（customizer））））
customizerオプションを使用すると、使用するカスタマイザを指定できます。次に示すよ
うに、クラスの完全修飾名を指定します。

-P-customizer=oracle.sqlj.runtime.util.OraCustomizer

このオプションが設定されていない場合は、SQLJの -default-customizerオプション
で指定されているカスタマイザが使用されます。このオプションでの設定を行わない場合、
デフォルトの設定は次のようになります。

oracle.sqlj.runtime.util.OraCustomizer

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-customizer=customizer_class

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  -P-customizer=a.b.c.MyCustomizer

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.customizer=customizer_class

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.customizer=a.b.c.MyCustomizer

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  なし（SQLJの -default-customizerオプションで設定されたデフォルト
が使用されます）

カスタマイズ用カスタマイズ用カスタマイズ用カスタマイズ用 JARファイルのダイジェスト・オプション（ファイルのダイジェスト・オプション（ファイルのダイジェスト・オプション（ファイルのダイジェスト・オプション（digests））））
.jarファイルの生成時に、jarユーティリティを使用すると、エントリごとに 1つ以上の
ダイジェストを設定できます。これにより、指定された 1つ以上のアルゴリズムに基づい
て、後で .jarファイルの整合性チェックを実行できます。ダイジェストは、概念的には
チェックサムと似ています。

.jarファイルに含まれているプロファイルのカスタマイズし、jarユーティリティに新し
いダイジェストを追加（または、既存のダイジェストを更新）する場合は、.jarファイル
を更新してから、digestsオプションを使用して、1つ以上のアルゴリズムをコンマで区
切って指定します。jarユーティリティは、これらのアルゴリズムを使用して、各エントリ
のダイジェストを生成します。jarユーティリティは、jarマニフェスト・ファイル内の各
.jarファイル・エントリに対して、アルゴリズムごとに 1つのダイジェストを生成します。
次のように、アルゴリズムを指定します。

-P-digests=SHA,MD5

カンマの前後には、スペースは不要です。

この例では、.jarマニフェスト・ファイル内の各エントリについて、SHAおよび MD5の 2
つのダイジェストが生成されます。
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.jarファイルおよび jarユーティリティの詳細は、次のWebサイトを参照してください。

http://www.javasoft.com/products/jdk/1.1/docs/guide/jar/index.html

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-digests=algo1<,algo2,...>

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  -P-digests=SHA,MD5

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.digests=algo1<,algo2,...>

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.digests=SHA,MD5

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  SHA,MD5

カスタマイズ用ヘルプ・オプション（カスタマイズ用ヘルプ・オプション（カスタマイズ用ヘルプ・オプション（カスタマイズ用ヘルプ・オプション（help））））
helpオプションを使用すると、カスタマイザ・ハーネスと、デフォルトのカスタマイザま
たは指定されているカスタマイザのオプションを表示できます。ハーネスおよび Oracleカ
スタマイザに関しては、各オプションの簡単な説明と現行の設定も表示されます。

ハーネスとデフォルトのカスタマイザ（Oracleカスタマイザ、または SQLJの
-default-customizerオプションで指定されているカスタマイザ）のオプションを表示
するには、次のように指定します。

-P-help

次のように、helpオプションに customizerオプションを指定すると、特定のカスタマイ
ザのオプションを表示できます。

-P-help -P-customizer=sqlj.runtime.profile.util.AuditorInstaller

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-help <-P-customizer=customizer_class>

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  -P-help

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  該当なし

注意注意注意注意 : 

� -P-helpオプションは、SQLJコマンドラインでのみ指定できます。
SQLJプロパティ・ファイルでは使用できません。

� -P-helpフラグが有効になっている場合は、カスタマイズするプロ
ファイルをコマンドラインで指定しても、カスタマイズは行われませ
ん。
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プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  該当なし

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  なし

カスタマイズ用の詳細オプション（カスタマイズ用の詳細オプション（カスタマイズ用の詳細オプション（カスタマイズ用の詳細オプション（verbose））））
verboseフラグを使用すると、カスタマイズ時にハーネスからステータス・メッセージを
表示できます。これらのメッセージは、SQLJの他のメッセージと同じように、標準出力に
書き込まれます。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-verbose<=true/false>

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  -P-verbose

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.verbose<=true/false>

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.verbose

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  なし

カスタマイザ・ハーネスの接続用オプションカスタマイザ・ハーネスの接続用オプションカスタマイザ・ハーネスの接続用オプションカスタマイザ・ハーネスの接続用オプション
ここでは、カスタマイザ・ハーネスでサポートされている接続オプションについて説明しま
す。現行リリースの接続オプションは、次のような場合にのみ使用します。

� Oracleカスタマイザでは、列定義にのみデータベース接続を使用します。Oracleカスタ
マイザの optcolsオプションを有効にしない場合は、カスタマイザ・ハーネスの
user、password、urlおよび driverオプションを設定する必要はありません。

� SQLCheckerCustomizerと呼ばれる、プロファイルに対してセマンティクス・チェッ
クを実行する特別なカスタマイザでは、オンライン・チェックの際にカスタマイザ・
ハーネスの user、password、urlおよび driver設定が使用されます。

注意注意注意注意 : カスタマイザ・ハーネスの user、password、urlおよび
driverオプションと同じ名前のオプションがトランスレータにもありま
すが、混同しないようにしてください。トランスレータのオプションは、
トランスレーション処理でのセマンティクス・チェックに使用されるオプ
ションであり、カスタマイザ・ハーネスのオプションとは関係ありませ
ん。
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カスタマイズ用ユーザー・オプション（カスタマイズ用ユーザー・オプション（カスタマイズ用ユーザー・オプション（カスタマイズ用ユーザー・オプション（user））））
userオプションを設定すると、カスタマイザでデータベース接続を使用する場合のデータ
ベース・スキーマを指定できます。 

userオプション設定には、ユーザー・スキーマの他にも、必要に応じてパスワードまたは
URL、あるいはその両方を指定できます。次のように、パスワードの先頭にはスラッシュ
（/）を付け、URLの先頭にはアット・マーク（@）を付けます。

-P-user=scott/tiger
-P-user=scott@jdbc:oracle:oci8:@
-P-user=scott/tiger@jdbc:oracle:oci8:@

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-user=username</password><@url>

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  
-P-user=scott
-P-user=scott/tiger
-P-user=scott/tiger@jdbc:oracle:oci8:@

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.user=username</password><@url>

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  
profile.user=scott
profile.user=scott/tiger
profile.user=scott/tiger@jdbc:oracle:oci8:@

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  null

カスタマイズ用パスワード・オプション（カスタマイズ用パスワード・オプション（カスタマイズ用パスワード・オプション（カスタマイズ用パスワード・オプション（password））））
passwordオプションは、カスタマイザでデータベース接続を使用する場合に使用します。

パスワードは、userオプションでも設定できます。10-17ページの「カスタマイズ用ユー
ザー・オプション（user）」を参照してください。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-password=password

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  -P-password=tiger

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.password=password

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.password=tiger

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  null
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カスタマイズ用カスタマイズ用カスタマイズ用カスタマイズ用 URLオプション（オプション（オプション（オプション（url））））
urlオプションは、カスタマイザでデータベース接続を使用する場合に使用します。

URLは、userオプションでも設定できます。10-17ページの「カスタマイズ用ユーザー・
オプション（user）」を参照してください。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-url=url

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  -P-url=jdbc:oracle:oci8:@

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.url=url

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.url=jdbc:oracle:oci8:@

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  jdbc:oracle:oci8:@

カスタマイズ用カスタマイズ用カスタマイズ用カスタマイズ用 JDBCドライバ・オプション（ドライバ・オプション（ドライバ・オプション（ドライバ・オプション（driver））））
カスタマイザでデータベース接続を使用する場合は、driverオプションを使用し、複数の
JDBCドライバをカンマで区切って登録します。次にその例を示します。

-P-driver=sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver,oracle.jdbc.driver.OracleDriver

カンマの前後には、スペースは不要です。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-driver=dvr_class1<,dvr_class2,...>

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  -P-driver=sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.driver=dvr_class1<,dvr_class2,...>

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.driver=sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  oracle.jdbc.driver.OracleDriver

専用の専用の専用の専用のカスタマイカスタマイカスタマイカスタマイザの起動に使用するザの起動に使用するザの起動に使用するザの起動に使用するカスタマイザ・ハーネカスタマイザ・ハーネカスタマイザ・ハーネカスタマイザ・ハーネスのスのスのスのオプショオプショオプショオプションンンン
特別なカスタマイザの起動には、次に示したカスタマイザ・ハーネスのオプションを使用で
きます。

� debug:  デバッグに使用する AuditorInstallerカスタマイザを起動するためのオプ
ション
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� print:  プロファイルをテキスト形式で出力するカスタマイザを起動するためのオプ
ション

� verify:  プロファイルに対してセマンティクス・チェックを実行する
SQLCheckerCustomizerカスタマイザを起動するためのオプション

プロファイル・デバッグ・オプション（専用のカスタマイザ）（プロファイル・デバッグ・オプション（専用のカスタマイザ）（プロファイル・デバッグ・オプション（専用のカスタマイザ）（プロファイル・デバッグ・オプション（専用のカスタマイザ）（debug））））
debugオプションを使用すると、AuditorInstallerと呼ばれる、デバッグ文をプロファ
イルに挿入する専用のカスタマイザを起動できます。このオプションに、SQLJコマンドラ
インでファイルを指定すると、指定されたプロファイルにデバッグ文が出力されます。これ
らのプロファイルは、あらかじめ SQLJを実行してカスタマイズしておく必要があります。 

このカスタマイザでサポートされている他のオプションなどの詳細は、A-18ページの「デ
バッグ用の AuditorInstallerカスタマイザ」を参照してください。

アプリケーションを実行すると、SQLJランタイムでデバッグ文が実行され、メソッド・
コールと戻り値のトレース情報が表示されます。 

たとえば、次のように debugオプションを指定します。

sqlj -P-debug Foo_SJProfile0.ser Bar_SJProfile0.ser

sqlj -P-debug *.ser

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  sqlj -P-debug profile_list

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  sqlj -P-debug Foo_SJProfile*.ser

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.debug（SQLJファイルを指定する際に、プロファ
イルも指定する必要があります）

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.debug（SQLJファイルを指定する際に、プロファイ
ルも指定する必要があります）

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  該当なし

重要重要重要重要 : これらの各オプションを使用すると特定のカスタマイザを起動で
きますが、SQLJの 1回の実行で実行できるカスタマイザは 1つのみに限
られています。そのため、このオプションを使用した場合は、他のカスタ
マイズを実行できなくなります。

print、debugおよび verifyのうち、同時に使用できるのは 1つのみ
です。
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プロファイル表示オプション（専用のカスタマイザ）（プロファイル表示オプション（専用のカスタマイザ）（プロファイル表示オプション（専用のカスタマイザ）（プロファイル表示オプション（専用のカスタマイザ）（print））））
printオプションを使用すると、プロファイルをテキスト形式で表示するためのカスタマイ
ザを実行できます。このオプションに、SQLJコマンドラインでファイルを指定すると、指
定された 1つ以上のプロファイルの内容が出力されます。これは、SQLJの標準出力（通常
はディスプレイ）に出力されます。

たとえば、次のように printオプションを指定します。

sqlj -P-print Foo_SJProfile0.ser Bar_SJProfile0.ser

sqlj -P-print *.ser

サンプル出力については、10-3ページの「プロファイル・エントリの例」を参照してくださ
い。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  sqlj -P-print profile_list

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  sqlj -P-print Foo_SJProfile*.ser

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.print（SQLJファイルを指定する際に、プロファ
イルも指定する必要があります）

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.print（SQLJファイルを指定する際に、プロファイ
ルも指定する必要があります）

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  該当なし

プロファイル・セマンティクス・チェック・オプション（専用のカスタプロファイル・セマンティクス・チェック・オプション（専用のカスタプロファイル・セマンティクス・チェック・オプション（専用のカスタプロファイル・セマンティクス・チェック・オプション（専用のカスタ
マイザ）（マイザ）（マイザ）（マイザ）（verify））））
verifyオプションを指定すると、プロファイルに対してセマンティクス・チェックを実行
する SQLCheckerCustomizerカスタマイザが起動されます。これと同様のセマンティク
ス・チェックは、トランスレーション時にソース・コードに対しても実行されます。このプ
ロファイルは、SQLJトランスレータ実行時にすでに作成されているためです。 

このオプションは、配布後やソース・コードが使用されなくなった後の、ランタイム・デー
タベースに対するセマンティクス・チェックに役立ちます。

このカスタマイザでサポートされている他のオプションなどの詳細は、10-36ページの「プ
ロファイルのセマンティクス・チェック用の SQLCheckerCustomizer」を参照してくださ
い。

注意注意注意注意 : プロファイルのオンライン・セマンティクス・チェックの際に
も、カスタマイザ・ハーネスの user、passwordおよび urlオプション
を使用する必要があります。
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たとえば、次のように verifyオプションを指定します。次の 2つの例では、どちらも
SQLCheckerCustomizerのデフォルトのセマンティクス・チェッカを使用し、特定のデー
タベース接続によるオンライン・チェックを行います。

sqlj -P-verify -P-user=scott -P-password=tiger -P-url=jdbc:oracle:oci8:@ 
Foo_SJProfile0.ser Bar_SJProfile0.ser

（このコマンドラインは折り返されて表示されていますが、全体が 1行で入力されていま
す。）

sqlj -P-verify -P-user=scott -P-password=tiger -P-url=jdbc:oracle:oci8:@ *.ser

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  sqlj -P-verify <conn params> profile_list

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  sqlj -P-verify <conn params> Foo_SJProfile*.ser

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.verify

（SQLJコマンドラインにはプロファイルを必ず指定してください。通常はカスタマイザ・
ハーネスの接続オプションを指定します。）

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.verify

（SQLJコマンドラインにはプロファイルを必ず指定してください。通常はカスタマイザ・
ハーネスの接続オプションを指定します。）

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  該当なし

カスタマイザ固有のオプションの概要カスタマイザ固有のオプションの概要カスタマイザ固有のオプションの概要カスタマイザ固有のオプションの概要
カスタマイザ固有のオプション（Oracleカスタマイザ用のオプションなど）は、SQLJコマ
ンドラインまたは SQLJプロパティ・ファイルに設定できます。この構文は、カスタマイ
ザ・ハーネスのオプション設定に使用する構文とほとんど同じです。

SQLJコマンドラインでカスタマイザ・オプションを設定する場合は、先頭に次の文字列を
付けます。

-P-C

SQLJプロパティ・ファイルで設定するときは、先頭に次の文字列を付けます。

profile.C

このオプションの構文の詳細は、8-48ページの「プロファイル・カスタマイザに渡すオプ
ション（-P）」および 8-14ページの「プロパティ・ファイルの構文」を参照してください。
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ここでは、Oracleカスタマイザについて説明します。Oracleカスタマイザでは、いくつかの
オプションがサポートされています。これらのオプションの大半はブール値であり、有効に
するには次のようにします。

-P-Coption

または、次のように指定します。

-P-Coption=true

ブール値のオプションは、デフォルトでは無効になっています。明示的に無効にするには、
次のように指定します。

-P-Coption=false

数値オプションや文字列オプションの設定は、ほとんど同じです。

-P-Coption=value

Oracleカスタマイザのオプションカスタマイザのオプションカスタマイザのオプションカスタマイザのオプション
ここでは、Oracleカスタマイザ固有のオプションについて説明します。まず、サポートされ
ているオプションの概要を示します。

Oracleカスタマイザでサポートされているオプションカスタマイザでサポートされているオプションカスタマイザでサポートされているオプションカスタマイザでサポートされているオプション
Oracleカスタマイザでは、次のオプションを使用できます。

� compat:  バージョンの互換性に関する情報を表示するためのオプション

� force:  すでに有効なカスタマイズが行われている場合でも、カスタマイズを実行する
ためのオプション

� optcols:  イテレータ列型およびサイズを、パフォーマンスが最適化されるように定義
するためのオプション

� optparams:  パラメータ・サイズを、JDBCリソース割当て量が最適化されるように定
義するためのオプション（optparamdefaultsと併用します）。

� optparamdefaults:  特定のデータ型に対してパラメータ・サイズのデフォルトを設
定するためのオプション（optparamsと併用します）。

� showSQL:  SQL文の変換情報を表示するためのオプション

� stmtcache:  文のキャッシュ・サイズ（実行時に各接続でキャッシングできる文の数）
を設定するためのオプション。パフォーマンスの最適化に必要なサイズを設定する場合
と、文のキャッシングを無効にするために 0（ゼロ）が設定される場合があります。

� summary:  アプリケーションで使用されている Oracleの機能の概要を表示するためのオ
プション
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これらのオプションによって出力された内容は、SQLJの他のメッセージと同じように、標
準出力に書き込まれます。

Oracleカスタマイザのバージョン互換性オプション（カスタマイザのバージョン互換性オプション（カスタマイザのバージョン互換性オプション（カスタマイザのバージョン互換性オプション（compat））））
compatフラグを有効にすると、アプリケーションと、Oracleデータベースおよび Oracle 
JDBCドライバの各バージョンとの互換性に関する情報が、Oracleカスタマイザによって表
示されます。これは、SQLJトランスレーションを全体的に実行した場合でも、以前に生成
されたプロファイルに対して実行した場合でも、実行できます。

次のように指定すると、MyAppというアプリケーションを変換してカスタマイズする際に、
互換性の情報が出力されます。

sqlj <...SQLJ options...> -P-Ccompat MyApp.sqlj

この例では、MyAppのプロファイルの生成、カスタマイズおよび互換性チェックが、SQLJ
の 1回の実行で行われます。

次のように指定すると、以前に生成された MyAppのプロファイルに関する互換性情報が出
力されます。

sqlj <...SQLJ options...> -P-Ccompat MyApp_SJProfile*.ser

この例のように指定して SQLJを実行すると、以前に SQLJを実行したときに生成された
（場合によってはカスタマイズもされた）MyAppのプロファイルに対して、カスタマイズ
（必要な場合）と互換性チェックが行われます。

次の 2つの例は、デフォルトの Oracleカスタマイザを使用している場合に、-P-Ccompat
オプションを指定して SQLJを実行したときに出力される内容です。最初に、アプリケー
ションが、すべてのバージョンの Oracle JDBCドライバで使用できる例を示します。

MyApp_SJProfile0.ser: Info: compatible with all Oracle JDBC drivers 

2番目の例では、アプリケーションが、Oracle JDBCドライバの 8.1以上のバージョンでのみ
使用できる場合を示します。

MyApp_SJProfile0.ser: Info: compatible with Oracle 8.1 or later JDBC driver 

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-Ccompat<=true/false>

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  -P-Ccompat

注意注意注意注意 : 以前の有効なカスタマイズが検出されてカスタマイズが実行され
なかった場合でも、compatオプションが指定されていると、互換性の情
報が出力されます。
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プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.Ccompat<=true/false>

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.Ccompat

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  false

Oracleカスタマイザの強制オプション（カスタマイザの強制オプション（カスタマイザの強制オプション（カスタマイザの強制オプション（force））））
forceフラグを有効にすると、Oracleカスタマイザによって特定の（コマンドラインで指
定された）プロファイルのカスタマイズが強制的に実行されます。そのプロファイルに、す
でに有効なカスタマイズが認識される場合でも、実行されます。次にその例を示します。

sqlj -P-Cforce MyApp_SJProfile*.ser

これを実行すると、以前にカスタマイズされているかどうかにかかわらず、MyAppのプロ
ファイルがすべてカスタマイズされます。デフォルトでは、以前のカスタマイズが認識され
た場合は、Oracleカスタマイザはそれを上書きしません。ただし、以前のカスタマイズで使
用されたカスタマイザのバージョンが、現行のバージョンよりも古い場合は除きます。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-Cforce<=true/false>

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  -P-Cforce

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.Cforce<=true/false>

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.Cforce

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  false

Oracleカスタマイザの列定義オプション（カスタマイザの列定義オプション（カスタマイザの列定義オプション（カスタマイザの列定義オプション（optcols））））
optcolsフラグを使用すると、Oracleカスタマイザでイテレータや結果セットの列型およ
びサイズを判断し、この情報をプロファイルに追加できます。このようにすると、アプリ
ケーション実行時に、SQLJランタイムではこの列を Oracle JDBCドライバに自動的に登録
できます。その結果、ドライバの実装にもよりますが、データベースへのラウンドトリップ
が減ります。この方法は、Thinドライバには特に効果的です。

列定義の概要は、A-15ページの「列の定義」を参照してください。

このフラグの有効化 /無効化は、SQLJコマンドラインまたはプロパティ・ファイルで設定
します。 

このフラグをコマンドラインで有効にするには、次のようにします。

-P-Coptcols
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または、次のように指定します。

-P-Coptcols=true

このフラグは、デフォルトでは無効になっていますが、明示的に無効にすることも可能で
す。このフラグをコマンドラインで無効にするには、次のようにします。

-P-Coptcols=false

列を定義するには、カスタマイザでデータベース接続を行い、問合せの対象とする表の列を
調べる必要があります。そのために、カスタマイザ・ハーネスの user、passwordおよび
urlオプションを（OracleDriverクラスを使用しない場合は、カスタマイザ・ハーネス
の driverオプションも）適切な設定にしてください。次にその例を示します。

sqlj <...SQLJ options...> -P-user=scott/tiger@jdbc:oracle:oci8:@ -P-Coptcols MyApp.sqlj

（SQLJトランスレータの場合と同様に、必要に応じてパスワードと URLを userオプショ
ンに設定できます。ただし、passwordおよび urlオプションには設定できないので、注
意してください。）

次のようにして、列定義を既存のプロファイルに挿入することも可能です（この場合は、
Oracleカスタマイザの forceオプションを使用して、カスタマイズを再実行する必要があ
ります）。

sqlj -P-user=scott/tiger@jdbc:oracle:oci8:@ -P-Cforce -P-Coptcols MyApp_SJProfile*.ser

または、次のようにして、列定義を .jarファイル中の既存のプロファイルに挿入すること
も可能です。

sqlj -P-user=scott/tiger@jdbc:oracle:oci8:@ -P-Cforce -P-Coptcols MyAppProfiles.jar

注意注意注意注意 : 

� 選択した列はすべて定義できるので、SQL操作では使用する列を明示
的に選択することをお薦めします。SELECT *は、選択した列が実際
にすべて使用できるわけではないため、お薦めできません。選択した
列の数が必要な数を上回ると、実行時エラーの可能性が高くなりま
す。このことは、カスタマイズと実行時の間に表を変更した場合、特
に列定義をカスタマイズした場合に当てはまります。トランスレー
ション時には SQLJ -warn=strictフラグを設定することをお薦めし
ます。問合せの際にさらに余計な（不要な）列が選択された場合に、
警告が出されるためです。

� オブジェクトまたはコレクションが 1つ以上含まれるイテレータや結
果セットに対しては、列定義はできません。
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Oracleカスタマイザ実行時に optcolsフラグを有効化（新規のプロファイルのトランス
レーション時や生成時も、既存プロファイルのカスタマイズ時も含めて）すると、カスタマ
イザ・ハーネスの verboseフラグも有効化できます。このフラグを有効化すると、処理対
象のイテレータおよび結果セット、列型およびサイズ定義の情報が Oracleカスタマイザに
表示されます。次にその例を示します。

sqlj -P-user=scott/tiger@jdbc:oracle:oci8:@ -P-verbose -P-Cforce -P-Coptcols MyApp_SJProfile*.ser

verboseのフラグの概要は、10-11ページの「カスタマイザ・ハーネスのオプションの概
要」の該当の項を参照してください。

Oracleカスタマイザの summaryフラグを有効にして、既存のプロファイルの処理を実行す
ると、列定義がそのプロファイルに追加されたかどうかを確認できます。次のようにします。

sqlj -P-Csummary MyApp_SJProfile*.ser

summaryフラグの概要は、10-21ページの「カスタマイザ固有のオプションの概要」を参照
してください。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-Coptcols<=true/false>

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  -P-Coptcols

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.Coptcols<=true/false>

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.Coptcols

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  false

注意注意注意注意 : カスタマイザ・ハーネスのデータベース接続用ユーザー名、パス
ワードおよび URLを指定せずに、Oracleカスタマイザの optcolsオプ
ションを有効にすると、エラーが発生します。トランスレータにもユー
ザー名、パスワードおよび URLの設定がありますが、混同しないように
してください。これらはセマンティクス・チェックに使用されるものであ
り、カスタマイザ・ハーネスのオプションとは関係ありません。

実行時にはデータベースの接続先と同じスキーマまたはデータベースに、
カスタマイザから接続する必要はありません。ただし、実行時のエラーを
回避するために、関連のある列と、型およびサイズが同じ列は同じ順序で
並べる必要があります。

カスタマイザ・ハーネスの接続オプションについては、10-11ページの
「カスタマイザ・ハーネスのオプションの概要」の user、password、
urlおよび driverの項を参照してください。
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Oracleカスタマイザのパラメータ定義オプション（カスタマイザのパラメータ定義オプション（カスタマイザのパラメータ定義オプション（カスタマイザのパラメータ定義オプション（optparams））））
パラメータ・サイズの定義を有効化するには、optparamsフラグを使用します。SQLJでは
このフラグを有効にすると、入出力パラメータ（ホスト変数）が登録され、JDBCリソース
割当て量が指定したサイズに基づいて最適化されます。このサイズの優先順位は次のとおり
です。

1. ソース・コードのヒント中に指定したサイズ（ある場合）

2. optparamdefaultsオプション設定のデータ型に対して指定したデフォルトのサイズ

指定されたホスト変数用のソース・コードのヒントまたはデフォルトのデータ型サイズが設
定されていない場合、リソース割当て量は JDBC次第になります。

パラメータ・サイズ定義の概要とソース・コード・ヒントの詳細は、A-16ページの「パラ
メータ・サイズの定義」を参照してください。

optparamsフラグの有効化 /無効化は、コマンドラインまたは SQLJプロパティ・ファイ
ルで設定します。

このフラグをコマンドラインで有効にするには、次のようにします。

-P-Coptparams

または、次のように指定します。

-P-Coptparams=true

このフラグは、デフォルトでは無効になっていますが、明示的に無効にすることも可能で
す。このフラグをコマンドラインで無効にするには、次のようにします。

-P-Coptparams=false

コマンドライン（optparamdefaultsオプションの設定はここでは省略し、次の項で説明
します）の例を次に示します。

sqlj <...SQLJ options...> -P-Coptparams -P-Coptparamdefaults=defaults-string MyApp.sqlj

次のようにすると、既存プロファイルのパラメータ・サイズ定義が有効になります。

sqlj -P-Coptparams -P-Coptparamdefaults=defaults-string MyApp_SJProfile*.ser

注意注意注意注意 : optcolsオプションとは異なり、optparamsオプションではサ
イズを自分で指定できるので、カスタマイザでのデータベース接続は不要
です。
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.jarファイル中の既存プロパティに対しては、次のようにしてパラメータ・サイズ定義を
有効化します。

sqlj -P-Coptparams -P-Coptparamdefaults=defaults-string MyAppProfiles.jar

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-Coptparams<=true/false>

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  -P-Coptparams

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.Coptparams<=true/false>

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.Coptparams

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  false

Oracleカスタマイザ用パラメータのデフォルト・サイズ・オプションカスタマイザ用パラメータのデフォルト・サイズ・オプションカスタマイザ用パラメータのデフォルト・サイズ・オプションカスタマイザ用パラメータのデフォルト・サイズ・オプション
（（（（optparamdefaults））））
optparamsオプションを有効にしてパラメータ・サイズを設定した場合は、必要に応じて
optparamdefaultsオプションを使用してデータ型のデフォルト・サイズを設定します。
optparamsを有効にしないと、optparamdefaultsが設定されていても無視されるので
注意してください。

ホスト変数のソース・コード・ヒントにパラメータ・サイズが指定してある場合、このオプ
ションで設定されたデフォルトのサイズよりも優先されます。特定のホスト変数に対して
ソース・コード・ヒントも、対応するデータ型のデフォルト・サイズも指定されていない場
合は、その変数のリソース割当て量は、JDBCドライバによって判断されます。また、
optparamsが有効でない場合も同様に JDBCドライバによって判断されます。

optparamsが有効化してあるときは常に optparamdefaultsオプションを使用するのが
一般的ですが、必須ではありません。optparamsが有効化されていても、デフォルト・サ
イズが設定されていない場合は、ソース・コード・ヒント（ある場合）または JDBCドライ
バに基づいてリソースが割り当てられます。

パラメータ・サイズ定義の概要とソース・コード・ヒントの詳細は、A-16ページの「パラ
メータ・サイズの定義」を参照してください。

optparamdefaultsフラグは、コマンドラインでも SQLJプロパティ・ファイルでも設定
できます。

このフラグをコマンドラインで設定するには、次のようにします。

-P-Coptparamdefaults=datatype1(size1),datatype2(size2),...

サイズはすべてバイト単位になっています。空白文字は、含まれないようにしてください。
NULLを設定するには、空のカッコを使用します。
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たとえば、次のように指定すると、VARCHAR2型で 30バイト、RAW型で 1000バイトが設定
され、また CHAR型での NULLのサイズ設定が指定されます。CHARデータ型のどのホスト
変数に対してもソース・コード・ヒントがない場合は、JDBCドライバによってリソースが
割り当てられます。

-P-Coptparamdefaults=VARCHAR2(30),RAW(1000),CHAR()

optparamdefaultsオプションでは、次のデータ型の名前が認識されます。

� CHAR

� VARCHAR、VARCHAR2（同義）

� LONG、LONGVARCHAR（同義）

� BINARY、RAW（同義）

� VARBINARY

� LONGVARBINARY、LONGRAW（同義）

optparamdefaultsオプションでは、次のグループ名とワイルド・カードも認識されま
す。

� CHAR_TYPEには、CHAR、VARCHAR/VARCHAR2および LONG/LONGVARCHARがありま
す。

� RAW_TYPEには、BINARY/RAW、VARBINARYおよび LONGVARBINARY/LONGRAWがあり
ます。

� %自体を指定した場合は、データ型として認識されるものがすべて表されます。一方、
これをある部分的な名前の語尾に付加した場合は、データ型のサブセットが表されま
す。たとえば、VAR%を指定すると、VARで始まるあらゆるデータ型が表されます。

optparamdefaultsの設定値は、左から右へと処理されます。グループ名またはワイル
ド・カードを使用すると、特定のデータ型に対するグループ設定を上書きできます。

次の例のようにすると、一般的なデフォルト・サイズとして 50バイト分が設定され、その
設定値が 500バイト分の RAW型の設定値に置き換わり、さらに、その RAW型のグループ
設定値が VARBINARY型の NULL設定に置き換わります（ソース・コード・ヒントのないホ
スト変数は、JDBCで処理されます）。

-P-Coptparamdefaults=%(50),RAW_TYPE(500),VARBINARY()

次にコマンドラインの例を示します。この例では、optparamsも設定します。

sqlj <...SQLJ options...> -P-Coptparams -P-Coptparamdefaults=CHAR_TYPE(50),RAW_TYPE(500),CHAR(10) MyApp.sqlj

既存のプロファイルに対してパラメータ・サイズのデフォルトを指定することも可能です
（ただし、この場合は Oracleカスタマイザの forceオプションを使用して、カスタマイズ
を再実行する必要があります）。

sqlj -P-Cforce -P-Coptparams -P-Coptparamdefaults=CHAR_TYPE(50),RAW_TYPE(500),CHAR(10) MyApp_SJProfile*.ser
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または、次のようにして、.jarファイル中の既存のプロファイルに対してパラメータ・サ
イズのデフォルトを指定することも可能です。

sqlj -P-Cforce -P-Coptparams -P-Coptparamdefaults=CHAR_TYPE(50),RAW_TYPE(500),CHAR(10) MyAppProfiles.jar

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-Coptparamdefaults=defaults-string

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  -P-Coptparamdefaults=VAR%(50),LONG%(500),RAW_TYPE()

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.Coptparamdefaults=defaults-string

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.Coptparamdefaults=VAR%(50),LONG%(500),RAW_TYPE()

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  NULL

Oracleカスタマイザのカスタマイザのカスタマイザのカスタマイザの SQL表示オプション（表示オプション（表示オプション（表示オプション（showSQL））））
showSQLフラグを有効にすると、Oracleカスタマイザによって SQL文に実行されたすべて
の変換が表示されます。このような変換は、Oracle8iがサポートしていない構文を SQLJが
サポートしている場合に必要です。 

次のように指定すると、MyAppというアプリケーションを変換してカスタマイズする際に、
SQL変換情報が表示されます。

sqlj <...SQLJ options...> -P-CshowSQL MyApp.sqlj

この例では、MyAppのプロファイルの生成、カスタマイズおよび SQL変換情報の表示が、
SQLJの 1回の実行で行われます。

次のように指定すると、以前に生成された MyAppのプロファイルのカスタマイズ時に、
SQL変換情報が表示されます。

sqlj <...SQLJ options...> -P-CshowSQL MyApp_SJProfile*.ser

この例のように指定して SQLJを実行すると、以前に SQLJを実行したときに生成された
（場合によってはカスタマイズもされた）MyAppのプロファイルに対して、カスタマイズ
（必要な場合）が行われ、SQL変換情報が表示されます。

注意注意注意注意 : 実行時に、実際のサイズが登録されているパラメータのサイズを
超えた場合は、実行時エラーが発生します。
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次の例は、showSQLによって出力される内容です。

MyApp.sqlj:14: Info: <<<NEW SQL>>> #sql {BEGIN  ? := VALUES(tkjsSET_f1); END}; 
 
in file MyApp, line 14, we had: 
 

#sql {set :v1= VALUES(tkjsSET_f1) };

SQLJでは SET文がサポートされていますが、Oracle8iではサポートされていません。SET
文は、カスタマイズ時に Oracleカスタマイザによって、それに相当する PL/SQLブロック
に置き換えられます。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-CshowSQL<=true/false>

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  -P-CshowSQL

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.CshowSQL<=true/false>

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.CshowSQL

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  false

Oracleカスタマイザ用の文のキャッシュ・サイズ・オプションカスタマイザ用の文のキャッシュ・サイズ・オプションカスタマイザ用の文のキャッシュ・サイズ・オプションカスタマイザ用の文のキャッシュ・サイズ・オプション
（（（（stmtcache））））

Oracleカスタマイザの stmtcacheオプションを使用すると、文のキャッシュ・サイズ（ア
プリケーション実行時に各データベース接続ごとにキャッシングできる文の数）を設定した
り、文のキャッシングを無効にしたりすることが可能です。

文のキャッシュ・サイズのデフォルトは 5です。文のキャッシングの概要は、A-3ページの
「文のキャッシング」を参照してください。 

文のキャッシュ・サイズは、コマンドラインでもプロパティ・ファイルでも設定できます。

コマンドラインを使用して、アプリケーション MyAppでの文のキャッシュ・サイズを 15に
設定するには、次のようにします。

sqlj <...SQLJ options...> -P-Cstmtcache=15 MyApp.sqlj

文のキャッシングを無効にするには、キャッシュ・サイズを 0に設定します。

sqlj <...SQLJ options...> -P-Cstmtcache=0 MyApp.sqlj

注意注意注意注意 : 以前の有効なカスタマイズが検出されてカスタマイズが実行され
なかった場合でも、showSQLオプションが指定されていると SQLトラン
スレーション情報が出力されます。
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アプリケーションを変換し直さずに、既存プロファイル中の文のキャッシュ・サイズを変更
することも可能です（ただしこの場合は、Oracleカスタマイザの forceオプションを使用
して、カスタマイズを再実行する必要があります）。

sqlj -P-Cforce -P-Cstmtcache=15 MyApp_SJProfile0.ser

プロファイルが複数ある場合、各プロファイルに対して文のキャッシュ・サイズを個別に設
定できます。この個別設定を行うには、アプリケーションの変換が完了した後で、各プロ
ファイルに対して SQLJを個別に実行します。

sqlj -P-Cforce -P-Cstmtcache=10 MyApp_SJProfile0.ser
sqlj -P-Cforce -P-Cstmtcache=15 MyApp_SJProfile1.ser
sqlj -P-Cforce -P-Cstmtcache=0 MyApp_SJProfile2.ser

各接続コンテキスト・クラスに対応するプロファイルを決めることは、必須です。このプロ
ファイルは、次のようにして決めます。プロファイル 0は、アプリケーションにおける最初
の実行文で使用する接続コンテキスト・クラスに対応し、プロファイル 1は、最初の実行文
で使用する（ただし、最初の接続コンテキスト・クラスを使用しない）接続コンテキスト・
クラスに対応します。プロファイル 2以降についても同様の対応になります。各プロファイ
ルを調べ、相関関係を検証するには、カスタマイザ・ハーネスの printオプションを使用
します。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-Cstmtcache=value

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  -P-Cstmtcache=10

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.Cstmtcache=value

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.Cstmtcache=10

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  5

Oracleカスタマイザのサマリー・オプション（カスタマイザのサマリー・オプション（カスタマイザのサマリー・オプション（カスタマイザのサマリー・オプション（summary））））
summaryフラグを有効にすると、Oracleカスタマイザによって変換するアプリケーション、
または指定されたプロファイル・ファイルで使用されている Oracleの機能のサマリーが表
示されます。このオプションは、別のプラットフォームへの移植を妨げる機能を確認する場
合に使用します。これは、SQLJトランスレーションを全体的に実行した場合でも、以前に
生成されたプロファイルに対して実行した場合でも、実行できます。

次のように指定すると、MyAppというアプリケーションを変換してカスタマイズする際に、
サマリーが表示されます。

sqlj <...SQLJ options...> -P-Csummary MyApp.sqlj
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この例では、MyAppのプロファイルの生成、カスタマイズおよびサマリーの表示が、SQLJ
の 1回の実行で行われます。

次のように指定すると、以前に生成された MyAppのプロファイルに関するサマリーが表示
されます。

sqlj <...SQLJ options...> -P-Csummary MyApp_SJProfile*.ser

この例のように指定して SQLJを実行すると、以前に SQLJを実行したときに生成された
（場合によってはカスタマイズもされた）MyAppのプロファイルに対して、カスタマイズ
（必要な場合）が行われ、サマリーが表示されます。

次の 2つの例は、デフォルトの Oracleカスタマイザを使用している場合に、-P-Csummary
オプションを指定して SQLJを実行したときに出力される内容です。最初に、Oracleの機能
を使用しない例を示します。 

MyApp_SJProfile0.ser: Info: Oracle features used: 
MyApp_SJProfile0.ser: Info: * none 

2番目の例では、Oracleの機能を複数使用しています。具体的には、oracle.sqlパッケー
ジの Oracle拡張データ型をいくつか使用し、それらの一覧を出力します。 

MyApp_SJProfile0.ser: Info: Oracle features used: 
MyApp_SJProfile0.ser: Info: * oracle.sql.NUMBER: 2 
MyApp_SJProfile0.ser: Info: * oracle.sql.DATE: 2 
MyApp_SJProfile0.ser: Info: * oracle.sql.CHAR: 2 
MyApp_SJProfile0.ser: Info: * oracle.sql.RAW: 2 

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-Csummary<=true/false>

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  -P-Csummary

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.Csummary<=true/false>

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.Csummary

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  false

注意注意注意注意 : 以前の有効なカスタマイズが検出されてカスタマイズが実行され
なかった場合でも、summaryオプションが指定されていると、サマリー
が出力されます。
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プロファイルのカスタマイズ用のプロファイルのカスタマイズ用のプロファイルのカスタマイズ用のプロファイルのカスタマイズ用の SQLJオプションオプションオプションオプション
次のオプションは、プロファイルのカスタマイズに関連する SQLオプションです。これら
のオプションの詳細は、このマニュアルの各項を参照してください。

� -default-customizer - 使用するデフォルトのカスタマイザを指定します。このオプ
ションは、カスタマイザ・ハーネスの -customizerに、プロファイル・カスタマイザ
が指定されていない場合に使用します。

8-67ページの「デフォルト・プロファイル・カスタマイザ（-default-customizer）」を参
照してください。

� -profile - 今回の SQLJの実行でカスタマイズを行うかどうかを指定します。

8-51ページの「プロファイル・カスタマイズ・フラグ（-profile）」を参照してくださ
い。

プロファイルのプロファイルのプロファイルのプロファイルの JARファイルの使用ファイルの使用ファイルの使用ファイルの使用
前述のように、SQLJコマンドラインで .jarファイルを指定すると、その .jarファイルに
含まれるすべてのプロファイルがカスタマイズされます。

注意注意注意注意 : 

� SQLJコマンドラインでは、.sqljファイルまたは .javaファイル、
あるいはその両方を指定して通常の SQLJ処理を実行するか、あるい
は .serファイルおよび .jarファイルまたはどちらかを指定してカ
スタマイズのみ実行できます。ただし、その両方を同時には実行でき
ません。

� .jarファイルには、プロファイル以外のファイルが含まれている場
合があります。マニフェスト・エントリでそのファイルがプロファイ
ルではないことが示されている場合、そのファイルはカスタマイズ時
に無視されます。

� .jarファイルは、それに含まれる各プロファイルに対して、クラス
をロードするコンテキストとして使用されます。プロファイルで
.jarファイル内のクラスが参照される場合、そのクラスは .jar
ファイルからロードされます。プロファイルで参照されるクラスが
.jarファイル内にない場合は、通常の処理と同じように、システ
ム・クラス・ローダーによって、CLASSPATHの指定に従ってクラス
が検出されてロードされます。
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JARファイルの要件ファイルの要件ファイルの要件ファイルの要件
プロファイルに .jarファイルを使用する場合、各プロファイルのマニフェスト・エントリ
には、次の文字列が含まれている必要があります。

SQLJProfile: TRUE

その場合、次の作業を行います。1) .jarファイルに含めるプロファイルごとに 2行（パス
またはパッケージと名前に 1行、前述の 1行）でテキスト・ファイルを作成します。2) jar
ユーティリティの -mオプションを使用して、このファイルを入力します。 

この 2行は連続していることが必要です（間に空白行を挿入しないでください）。ただし、
プロファイルを追加する場合は、追加する 2行の前に空白行を挿入する必要があります。

たとえば、foo/barディレクトリに、3つのプロファイルを持つ MyAppというアプリケー
ションがあるとします。そして、それらのプロファイルを含む .jarファイルを作成すると
します。その場合、次の手順に従います。

1. 次のように、セパレータとして使用する空白行を含めて 8行で構成されたテキスト・
ファイルを作成します。

Name: foo/bar/MyApp_SJProfile0.ser
SQLJProfile: TRUE

Name: foo/bar/MyApp_SJProfile1.ser
SQLJProfile: TRUE

Name: foo/bar/MyApp_SJProfile2.ser
SQLJProfile: TRUE

ここでは、ファイルの名前を MyAppJarEntries.txtとします。

2. jarを実行して .jarファイルを作成する際に、次のように -mオプションを指定して、
作成したテキストを入力します。（ここでは .jarファイルの名前を myjarfile.jar
とします。）

jar -cvfm myjarfile.jar MyAppJarEntries.txt foo/bar/MyApp_SJProfile*.ser foo/bar/*.class

.jarファイルの作成時に、jarユーティリティがマニフェストを生成する場合、この
ユーティリティは指定されたテキスト・ファイルを読み込み、SQLJProfile:TRUEの
行を各プロファイルのマニフェスト・エントリに挿入します。この処理は、マニフェス
ト内のプロファイル名と、テキスト・ファイルに指定されているプロファイル名が一致
すると行われます。
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プロファイルのセマンティクス・チェック用の SQLCheckerCustomizer
JARファイルの結果ファイルの結果ファイルの結果ファイルの結果
SQLJコマンドラインで .jarファイルを指定すると、その .jar内の各プロファイルはシリ
アル化解除され、カスタマイズされます。 

.jarファイルのカスタマイズは、それに含まれるすべてのプロファイルが正しくカスタマ
イズされたときに、正常に実行されます。カスタマイズが正常に終了すると、各プロファイ
ルは .serファイルに再びシリアル化されます。そして、.jarが変更されて、元の .ser
ファイルが、カスタマイズ後の .serで上書きさます。最後に、.jarマニフェスト・ファ
イルが更新され、新しいプロファイル・エントリが反映されます。

.jarファイル内のプロファイルのカスタマイズ時に 1度でもエラーが発生すると、.jar
ファイルのカスタマイズは失敗し、元の .jarファイルは何も変更されません。

プロファイルのセマンティクス・チェック用のプロファイルのセマンティクス・チェック用のプロファイルのセマンティクス・チェック用のプロファイルのセマンティクス・チェック用の
SQLCheckerCustomizer

Oracleには SQLCheckerCustomizerと呼ばれる特殊なカスタマイザが用意されており、
トランスレータを以前実行した際に生成されたプロファイルに対してセマンティクス・
チェックを実行できます .このセマンティクス・チェックは、ソース・コードのトランス
レーション時に通常実行されるものとほとんど同じです。

このセマンティクス・チェックは、実行時とトランスレーション時のセマンティクス・
チェックとで別のデータベースを使用する場合に特に有効です。このような場合は、配布後
にランタイム・データベースに対して SQLCheckerCustomizerを使用できます。このカ
スタマイザは、通常はソース・コードを使用しなくなった場合に使用します。

使用するチェッカは、指定可能です。SQLCheckerCustomizerでは、デフォルトの
OracleCheckerフロントエンドを受け入れると、適切なオンライン・チェッカを使用した
オンライン・セマンティクス・チェックが実行されます。

注意注意注意注意 : 認証用にシグネチャ・ファイルを使用している場合、元の .jar
ファイルに含まれているシグネチャ・ファイルは、変更されずに更新後の
.jarファイルに残ります。プロファイルへのアクセスに署名が必要な場
合は、新しい .jarファイルの署名を再登録する必要があります。

注意注意注意注意 : プロファイルのオンライン・セマンティクス・チェックでは、カ
スタマイザ・ハーネスの接続オプションを使用して、接続パラメータを指
定することも可能です。
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カスタマイザ・ハーネスのカスタマイザ・ハーネスのカスタマイザ・ハーネスのカスタマイザ・ハーネスの verifyオプションによるオプションによるオプションによるオプションによる SQLCheckerCustomizer
の起動の起動の起動の起動

次に、Oracleカスタマイザ・ハーネスの verifyオプションを指定して、
SQLCheckerCustomizerをデフォルト・モードで実行する例を示します。デフォルトでは
オンライン・チェッカが使用されるので、カスタマイザ・ハーネスの user、passwordお
よび urlオプションを使用して、接続パラメータを指定する必要があります。（最初の例で
はコマンドラインが折り返されて表示されていますが、全体が 1行で入力されています。）

sqlj -P-verify -P-user=scott -P-password=tiger -P-url=jdbc:oracle:oci8:@ 
Foo_SJProfile0.ser Bar_SJProfile0.ser

sqlj -P-verify -P-user=scott -P-password=tiger -P-url=jdbc:oracle:oci8:@ *.ser

verifyオプションを指定すると、カスタマイザ・ハーネスのインスタンスが生成され、次
のクラスが起動されます。

sqlj.runtime.profile.util.SQLCheckerCustomizer

プロファイル中の SQL操作に対するセマンティクス・チェックは、このクラスによって調
整されます。セマンティクス・チェッカを指定することも、デフォルトの OracleChecker
セマンティクス・チェッカのフロントエンドを受け入れることも可能です。

次のオプションを使用すると、-P-verifyオプションを使用した場合と同じ結果になりま
す。

 -P-customizer=sqlj.runtime.profile.util.SQLCheckerCustomizer

このオプションで指定したカスタマイザは、SQLJの -default-customizerオプション
で指定されたカスタマイザよりも優先されます。

注意注意注意注意 : 

� どの Oracleカスタマイザでも同様ですが、SQLJコマンドラインで
-P-verifyと -P-helpとを指定すると、ヘルプ出力とオプション・
リストを見ることが可能です。

� verifyオプションを使用するとカスタマイザが起動しますが、SQLJ
の 1回の実行で実行できるカスタマイザは 1つのみです。このため、
このオプションを指定した場合は、他のカスタマイザを起動できませ
ん。

� -P-print、-P-debugおよび -P-verifyのうち、同時に使用でき
るのは 1つのみです。このうちのどれを使用した場合にも、専用のカ
スタマイザが起動されるためです。
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プロファイルのセマンティクス・チェック用の SQLCheckerCustomizer
コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  sqlj -P-verify <conn params> profile_list

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  sqlj -P-verify <conn params> Foo_SJProfile*.ser

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.verify

（SQLJコマンドラインにはプロファイルを必ず指定してください。通常はカスタマイザ・
ハーネスの接続オプションを指定します。）

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.verify

（SQLJコマンドラインにはプロファイルを必ず指定してください。通常はカスタマイザ・
ハーネスの接続オプションを指定します。）

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  該当なし

SQLCheckerCustomizerオプションオプションオプションオプション
他のカスタマイザと同様に、SQLCheckerCustomizerのオプションも、SQLJコマンドラ
インで接頭辞 -P-Cを付けて設定できます。（SQLJプロパティ・ファイルでは、-P-Cのか
わりに profile.Cを使用します。）

SQLCheckerCustomizerでは、次のオプションがサポートされています。

� checker:  使用するセマンティクス・チェッカを指定するためのオプション。このオプ
ションのデフォルトでは、OracleCheckerフロントエンドが使用されます。これは、
SQLJトランスレーション時のチェックの際も同様です。

� warn:  プロファイルのセマンティクス・チェック時に出力される警告およびメッセージ
の分類を指定するためのオプション。このオプションは、SQLJの -warnフラグと同じ
機能があります。このフラグは、トランスレーション時のセマンティクス・チェックに
おける警告の種類を出力するためのフラグですが、サポートされている設定値も使用さ
れるデフォルトもこのオプションと同様です。8-40ページの「トランスレータからの警
告（-warn）」を参照してください。

SQLCheckerCustomizerセマンティクス・チェッカのオプションセマンティクス・チェッカのオプションセマンティクス・チェッカのオプションセマンティクス・チェッカのオプション
（（（（checker））））
checkerオプションを使用すると、プロファイル中の SQL操作のチェックに使用するセマ
ンティクス・チェッカを指定できます。

このオプションのデフォルトでは、Oracleセマンティクス・チェッカのフロントエンド
oracle.sqlj.checker.OracleCheckerが使用されます。このチェッカは、ユーザーの
環境に適切なオンライン・チェッカとして SQLCheckerCustomizerで選択されます。 
（OracleCheckerの詳細は、8-54ページの「セマンティクス・チェッカおよび

OracleCheckerフロントエンド（デフォルトのチェッカ）」を参照してください。）
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プロファイルのセマンティクス・チェック用の SQLCheckerCustomizer
次に完全なコマンドラインの例を挙げて、SQLCheckerCustomizerの checkerオプショ
ンと、カスタマイザ・ハーネスの verifyオプションおよび接続オプションとを併用する方
法を示します。

sqlj -P-verify -P-user=scott -P-password=tiger -P-url=jdbc:oracle:oci8:@ 
-P-Cchecker=abc.def.MyChecker *.ser

（このコマンドラインは折り返されて表示されていますが、全体が 1行で入力されていま
す。）

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-Cchecker=checker_class

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  -P-Cchecker=a.b.c.MyChecker

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.Cchecker=checker_class

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.Cchecker=a.b.c.MyChecker

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  oracle.sqlj.checker.OracleChecker

SQLCheckerCustomizerの警告オプション（の警告オプション（の警告オプション（の警告オプション（warn））））
warnオプションでは、SQLJトランスレータの -warnオプションと同様に、プロファイル
のセマンティクス・チェック時に出力される警告やメッセージのカテゴリを選択できます。

これらのオプションの機能と使用可能な設定の詳細は、8-40ページの「トランスレータから
の警告（-warn）」を参照してください。

このオプションのデフォルトでは、verboseおよび portableが有効化されていなければ、
all,noverbose,noportableの設定値が使用され、すべての警告カテゴリが出力されま
す。このときに出力されるのは、データの精度、NULL化可能なデータの変換による損失、
および名前指定イテレータの厳密な一致に関する警告です。これらのデフォルトは、SQLJ
トランスレーション時の警告のデフォルトと同じです。

次に完全なコマンドラインの例を挙げて、SQLCheckerCustomizerの warnオプション
と、カスタマイザ・ハーネスの verifyオプションおよび接続オプションとを併用する方法
を示します。このように指定すると、移植性に関する警告のみが出力されます。

sqlj -P-verify -P-user=scott -P-password=tiger -P-url=jdbc:oracle:oci8:@ 
-P-Cwarn=none,portable *.ser

（このコマンドラインは折り返されて表示されていますが、全体が 1行で入力されていま
す。）

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-Cwarn=comma-separated_list_of_flags

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  -P-Cwarn=none,verbose
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プロファイルのセマンティクス・チェック用の SQLCheckerCustomizer
プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.Cwarn=comma-separated_list_of_flags

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.Cwarn=none,verbose

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  all,noverbose,noportable
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サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 SQLJ

SQLJアプリケーションは、サーバー側に格納後、直接実行できます。SQLJアプリケーショ
ンを実行する場合、クライアント側で変換とコンパイルを行った後で、生成されたクラスと
リソースをサーバー側にロードする方法と、SQLJのソース・コードをサーバー側にロード
した後で、サーバーの埋込みトランスレータで変換とコンパイルを行う方法があります。 

この章では、マルチスレッドや再帰的な SQLJコールなどの注意事項を含め、サーバー側で
の SQLJの機能と使用方法について説明します。 

この章のほとんどの部分では、ストアド・プロシージャまたはストアド・ファンクションを
記述することを想定して説明していますが、Enterprise JavaBeansや CORBAオブジェクト
で SQLJを使用する場合についても説明しています。

次の項目について説明します。

� 概要

� サーバー側で使用する SQLJコードの作成

� クライアント側での SQLJソースの変換とコンポーネントのロード

� SQLJソースのロードとサーバーでの変換

� Javaスキーマ・オブジェクトの削除

� その他の考慮事項

� Enterprise JavaBeansと CORBAでのサーバー側 SQLJ
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概要
概要概要概要概要
SQLJコードは、Javaコードと同様に、Oracle8i Serverのストアド・プロシージャ、ストア
ド・ファンクション、トリガー、Enterprise JavaBeansまたは CORBAオブジェクトでも実
行できます。データベースへのアクセスは、SQLJランタイムのサーバー側実装（SQLJラン
タイム・パッケージがすべて自動的に利用できる状態）とサーバー側の Oracle JDBC内部ド
ライバを介して行います。（この JDBC内部ドライバは、KPRBドライバと呼ばれています。）

また、Oracle8i Serverには埋込みの SQLJトランスレータがあるため、サーバー側で使用す
る SQLJソース・ファイルをサーバーで直接変換することも可能です。 

SQLJをサーバーで実行するときは、サーバー側コーディングの問題、コードの変換先およ
びサーバーへのロード方法について考慮する必要があります。生成された出力の名前が、
サーバーで決定される方法についても注意する必要があります。クライアント側でコードを
変換およびコンパイルして、クラス・ファイルとリソース・ファイルをサーバーにロードす
ることも、.sqljソース・ファイルをサーバーにロードして、埋込み SQLJトランスレータ
で自動的に変換することも可能です。

サーバー側の埋込みトランスレータのユーザー・インタフェースと、クライアント側のトラ
ンスレータのユーザー・インタフェースは異なります。サポートされているオプションは、
データベース表を使用して指定します。エラーはデータベース表に出力されます。トランス
レータを実行すると、.javaファイルと .serファイルが透過的に出力されます。

サーバー側で使用するサーバー側で使用するサーバー側で使用するサーバー側で使用する SQLJコードの作成コードの作成コードの作成コードの作成
ほとんどの場合、ターゲットの Oracle8i Server側で使用する SQLJコードの記述方法は、ク
ライアント側で使用する SQLJコードの記述方法と同じです。記述方法に若干の相違はあり
ますが、これは Oracle JDBCの特性や一般的な Java特性によるもので、SQLJに固有のもの
ではありません。ただし、次のような留意点もいくつかあります。

� サーバー自体への暗黙的な接続が行われます。

� 自動コミット機能など、コーディング上の注意点があります。

� サーバー側のデフォルトの出力デバイスは、現行のトレース・ファイルになります。

� サーバー側とクライアント側とでは、名前解決の機能が異なります。

� SQLと Javaとでは、名前の解釈および処理の方法が異なります。

注意注意注意注意 : あるサーバーからサーバー側 Thinドライバを介して別のサー
バーに接続するための SQLJコードを記述する場合は、クライアント側
Thinドライバを使用したアプリケーション用のコードを記述する場合と同
じようにします。この項で取り上げた留意点が当てはまる場面は、ほとん
どありません。
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サーバー側で使用する SQLJコードの作成
サーバー側でのデータベース接続サーバー側でのデータベース接続サーバー側でのデータベース接続サーバー側でのデータベース接続
このサーバー自体で SQLJコードを実行した場合には、データベース接続が明示的に行われ
なくなる点で、サーバー接続の概念が若干異なってきます。デフォルトでは、データベース
への暗黙的なチャネルが使用されます。これはサーバー側で実行されるあらゆる Javaプロ
グラムで使用可能なチャネルです。SQLJプログラムのための接続は、自動的に初期化され
ます。手動で初期化する必要はありません。ドライバの登録や指定、接続インスタンスの作
成、デフォルトの接続コンテキストの指定、#sql文の接続オブジェクトの指定、接続の終
了といったことは、いずれも必要ありません。

サーバー側でのコーディングの注意事項サーバー側でのコーディングの注意事項サーバー側でのコーディングの注意事項サーバー側でのコーディングの注意事項
ターゲットのサーバーでサーバー側内部ドライバを使用してコードを実行する際には、コー
ディング上考慮すべき問題が多少伴います。留意点を次に挙げます。

� 内部ドライバで発行された結果セットは、複数のコールにわたって使用され続けます。
また、ファイナライザを実行しても、データベース・カーソルは解放されません。この
ため、すべてのイテレータを閉じて、使用可能なカーソルを確保することが重要です。
ただし、複数のコールで実際に使用されている場合など、イテレータを開いたままにし
ておく特別の理由がある場合は別です。

� 内部ドライバでは自動コミット機能がサポートされないため、サーバー側では自動コ
ミット設定が無視されます。データベース更新を実装または取り消すには、明示的な
COMMIT文または ROLLBACK文を使用します。

#sql { COMMIT };
...
#sql { ROLLBACK };

注意注意注意注意 : サーバー側で、次に示したようにデフォルトの接続コンテキスト
を NULLに設定すると、デフォルトの接続コンテキスト（サーバーへの暗
黙的な接続）が再設定されます。

DefaultContext.setDefaultContext(null);

注意注意注意注意 : Javaトランザクション・サービス（Java Transaction Service: JTS）
のトランザクションなどの、XAトランザクションを使用する場合は、
SQLJや JDBCの COMMIT/ROLLBACK文またはメソッドを使用できませ
ん。通常このようなトランザクションを使用する Enterprise JavaBeansや
CORBAオブジェクトの場合は、特に注意してください。11-25ページの
「Enterprise JavaBeansと CORBAでのサーバー側 SQLJ」を参照してくだ
さい。
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サーバー側で使用する SQLJコードの作成
サーバー側 JDBC、サーバー側内部および Thinドライバの詳細は、『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。

サーバーのデフォルトの出力デバイスサーバーのデフォルトの出力デバイスサーバーのデフォルトの出力デバイスサーバーのデフォルトの出力デバイス
Oracle8i Java仮想マシン（JVM）では、現行のトレース・ファイルがデフォルトの出力デバ
イスになります。 

 サーバーで実行中のプログラムの標準出力（System.out.println()コールからの出力
など）のすべてをユーザー画面に表示させる場合は、次に示すように、バッファ・サイズを
バイト単位で入力して、DBMS_JAVAパッケージの SET_OUTPUT()プロシージャを実行しま
す。

sqlplus> execute dbms_java.set_output(10000);

（バッファ・サイズを超過した出力は、失われます。）

サーバー側で実行するコードをユーザー画面に明示的に出力されるようにする場合は、Java 
System.out.println()メソッドを使用するか、PL/SQL DBMS_OUTPUT.PUT_LINE()
プロシージャを使用します。 

PUT_LINE()プロシージャをオーバーロードする際には、VARCHAR2、NUMBERまたは
DATEのいずれかを入力パラメータとして設定し、出力対象を指定できます。

DBMS_OUTPUTパッケージの詳細は、『Oracle8i PL/SQLパッケージ・プロシージャ リファ
レンス』を参照してください。

サーバー側での名前解決サーバー側での名前解決サーバー側での名前解決サーバー側での名前解決
サーバー側でのクラスのロードと名前変換は、クライアント側での場合とは異なるパラダイ
ムに従って行われます。これは、サーバー側とクライアント側の環境自体が異なるためで
す。ここでは概要のみに絞って説明します。このテーマの詳細は、 『Oracle8i Java開発者ガ
イド』を参照してください。

Oracle8i JVMでの Java名の解決には次が必要です。

� クラス・リゾルバ仕様。クラス・スキーマ・オブジェクトの解決の際に検索を行うス
キーマのリストです。（機能的には、クライアント側の CLASSPATHに相当します。）

� リゾルバ。サーバー側で相互参照するクラス・スキーマ・オブジェクト間のマッピング
を維持します。

Java名へのクラス・スキーマ・オブジェクトの外部参照のすべてがバインドされると、その
クラス・スキーマ・オブジェクトの解決が行われるとされています。通常、Javaプログラム
のすべてのクラスは、そのコンパイルまたはロードが終わるまで解決されません。（これは、
通常、再帰的に互いを参照できる複数のソース・ファイルで Javaプログラムが記述されて
いるためです。）
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サーバー側で使用する SQLJコードの作成
サーバーの Javaプログラムのすべてのクラス・スキーマ・オブジェクトが解決され、解決
後にいずれも変更されていない場合、プログラムは事前リンクされて実行可能な状態になり
ます。

クラス・スキーマ・オブジェクトが解決されるまで、クラスの Javaオブジェクトのインス
タンス化やクラスのメソッドの実行はできません。

SQL名と名と名と名と Java名名名名
SQL名（ソース名、クラス名、リソースのスキーマ・オブジェクト名など）は、Java名の場
合とは異なり、グローバルではありません。Java言語仕様では、パッケージ名にインター
ネットのネーミング規則を適用して、グローバルに一意な Javaプログラム名を作成するよ
うに規定されています。対照的に、SQLの完全修飾名は、現行のスキーマおよびデータベー
スに関連してのみ解釈されます。たとえば、1つのデータベースに SCOTT.FIZZという名前
のプログラムがあるとき、同じプログラムが他のデータベースでも SCOTT.FIZZと示され
るとは限りません。実際、あるデータベースの SCOTT.FIZZから、他のデータベースの
SCOTT.FIZZをコールすることも可能です。 

このような理由から、SQL名は Java名とは異なる方法で解釈および処理する必要がありま
す。SQL名は相対名であり、プログラムが実行されるスキーマに従って解釈されます。これ
は、プログラムがそのスキーマに格納されたローカル・データをバインドする際に重要で
す。Java名はグローバル名であり、その名前が指定するクラスは、任意の実行サイトにロー
ドできます。ただし、これらのクラスはプログラムのコンパイルに使用されたクラスである
ことを前提とします。

注意注意注意注意 : loadjavaユーティリティによってクラスへの参照は解決されま
すが、リソースへの参照は解決されません。クライアント側でトランス
レーションを行った場合は、サーバーのリソース・スキーマ・オブジェク
トへのリソースのロード方法に注意します。この問題については、11-8
ページの「クラスのロードとリソース・スキーマ・オブジェクト」で説明
しています。（クライアント側トランスレーション用の SQLJ -ser2class
フラグを有効化すると、SQLJプロファイルはクラス・ファイル中にロー
ドされますが、リソース・ファイルは生成されません。この逆に
-ser2classを有効化しなかった場合は、プロファイルが .serリソー
ス・ファイル中にロードされます。）
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クライアント側での SQLJソースの変換とコンポーネントのロード
クライアンクライアンクライアンクライアント側でのト側でのト側でのト側での SQLJソーソーソーソースの変換とスの変換とスの変換とスの変換とコンポーネンコンポーネンコンポーネンコンポーネントのトのトのトのロードロードロードロード
サーバーで使用する SQLJコードを開発する方法の 1つは、まずクライアント・マシン上で
SQLJトランスレータを実行し、トランスレーション、コンパイルおよびプロファイルのカ
スタマイズを行います。次に、通常は Javaアーカイブ（.jar）ファイルを使用して、生成
されたクラス・ファイルとリソース・ファイル（SQLJプロファイルも含む）をサーバーに
ロードします。 

クライアント・マシン上でソースを開発する場合、SQLJトランスレータを使用できるとき
は、この方法をお薦めします。サーバー側でオプション設定やエラー処理を行うと手間がか
かるため、クライアント・マシン上でトランスレータを実行した方が効果的です。

アプリケーションをサーバーにロードするときは、トランスレーション時に SQLJ 
-ser2classオプションを使用することをお薦めします。このオプションを使用すると、
SQLJプロファイルが .serシリアル化リソース・ファイルから .classファイルに変換さ
れ、名前付けが簡略化されます。ただし、.classファイルに変換されたプロファイルはそ
れ以上カスタマイズできないため、注意が必要です。さらにカスタマイズするには、トラン
スレータを再実行して、プロファイルを生成し直す必要があります。 -ser2classオプショ
ンの詳細は、8-52ページの「.serファイルから .classファイルへの変換（-ser2class）」を参
照してください。

.classファイルや .serリソース・ファイルを直接または .jarファイルを使用してサー
バーにロードすると、作成されるデータベース・ライブラリ・ユニットは、Javaクラス・ス
キーマ・オブジェクト（Javaクラス）および Javaリソース・スキーマ・オブジェクト
（Javaリソース）とみなされます。SQLJプロファイルは、リソース・スキーマ・オブジェク
ト（.serファイルをロードしたときと同様にロードした場合）またはクラス・スキーマ・
オブジェクト（トランスレーション時に -ser2classを有効化した場合や、.classファ
イルとしてロードした場合）の中にロードされます。

クラスおよびリソースのサーバーへのロードクラスおよびリソースのサーバーへのロードクラスおよびリソースのサーバーへのロードクラスおよびリソースのサーバーへのロード
クライアント上でトランスレータを実行した後、Oracle loadjavaクライアント側ユーティ
リティを使用して、クラス・ファイルとリソース・ファイルをサーバーのスキーマ・オブ
ジェクトにロードします。このユーティリティの詳細は、 『Oracle8i Java開発者ガイド』を
参照してください。

loadjavaコマンドラインでクラス・ファイルとリソース・ファイルを個別に指定するか、
両ファイルを .jarファイルにまとめてからコマンドラインで .jarファイルを指定します。
.jarファイルまたはコマンドラインで指定された .classまたは .serファイル用に、個
別のスキーマ・オブジェクトが作成されます。 

注意注意注意注意 : 現行リリース 8.1.6の loadjavaユーティリティでは、圧縮ファ
イルがサポートされていません。 
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クライアント側での SQLJソースの変換とコンポーネントのロード
次の操作を行う場合について考えてみます。まず、Foo.sqljを変換およびコンパイルしま
す。これには、MyIterのイテレータ宣言が含まれます。また、Foo.sqljの変換時に、
-ser2classオプションを有効にします。さらに、作成されるファイル（Foo.class、
MyIter.class、Foo_SJProfileKeys.classおよび Foo_SJProfile0.class）を
Foo.jarにアーカイブします。最後に、次のコマンドラインに必要なオプションを設定し
て、loadjavaを実行します。次にデフォルトの OCIドライバを使用した例を示します。

loadjava -user scott/tiger Foo.jar

または、次のように元のファイルを使用することも可能です。

loadjava -user scott/tiger Foo.class MyIter.class Foo_SJProfileKeys.class Foo_SJProfile0.class

または、次のように指定します。

loadjava -user scott/tiger Foo*.class MyIter.class

ロードに Thinドライバを使用する場合は、次の例のように指定して、-thinオプションと
適切な URLを指定します。

loadjava -thin -user scott/tiger@localhost:1521:ORCL Foo.jar

SQLトランスレータで生成されるファイルの詳細は、9-5ページの「コードの生成」および
9-8ページの「Javaコンパイル」を参照してください。

SQLJおよび Javaアプリケーションのサーバーへのロードには、loadjavaユーティリティ
の使用をお薦めします。ただし、次のように Oracle SQL CREATE JAVAコマンドを使用す
る方法もあります。

CREATE OR REPLACE <AND RESOLVE> JAVA CLASS <NAMED name>;

CREATE OR REPLACE JAVA RESOURCE <NAMED name>;

CREATE JAVAコマンドの詳細は、『Oracle8i SQL リファレンス』を参照してください。

注意注意注意注意 : 

� プロファイルがクライアント側でカスタマイズされていない場合、プ
ロファイルを .serファイルとしてサーバーにロードすると、まずカ
スタマイズ処理が行われます。すでにカスタマイズされている場合
は、そのままロードされます。

� データベース・スキーマの USER_OBJECTSビューにアクセスすると、
クラスとリソースが適切にロードされたかどうかを確認できます。こ
の詳細は、 『Oracle8i Java開発者ガイド』を参照してください。
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クラスのロードとリソース・スキーマ・オブジェクトクラスのロードとリソース・スキーマ・オブジェクトクラスのロードとリソース・スキーマ・オブジェクトクラスのロードとリソース・スキーマ・オブジェクト
ここでは、クラスやプロファイルをサーバー側にロードしたときの、この両方のスキーマ・
オブジェクトの名前付けについて説明します。 

アプリケーションをクライアント側で変換したときに SQLJ -ser2classオプションが有効
になっていた場合、プロファイルは .classファイルに変換されるため、サーバーのクラ
ス・スキーマ・オブジェクトにロードされます。-ser2classが有効になっていなかった場
合、プロファイルは .serシリアル化リソースとして生成されるため、サーバーのリソー
ス・スキーマ・オブジェクトにロードされます。 

この後の説明では、サーバーで実行されるすべてのアプリケーションについて、デフォルト
の接続コンテキスト・クラスを使用することを前提とします。このため、プロファイルは 1
つのみになります。

ロードされたクラス（ロードされたクラス（ロードされたクラス（ロードされたクラス（-ser2classを有効にした場合はプロファイルも含を有効にした場合はプロファイルも含を有効にした場合はプロファイルも含を有効にした場合はプロファイルも含
む）のフル・ネームむ）のフル・ネームむ）のフル・ネームむ）のフル・ネーム
.classファイルをサーバーにロードすると作成されるクラス・スキーマ・オブジェクトの
フル・ネームは、元のソース・コード中のパッケージおよびクラス名によって決定されま
す。コマンドラインで指定するパス（loadjavaが認識できるように指定する場合など）や
.jarファイルで指定するパスは、スキーマ・オブジェクトの名前付けには影響しません。
たとえば、Foo.classが、ソース・コードでパッケージ x.yにあると指定された Fooクラ
スで構成される場合、作成されるクラス・スキーマ・オブジェクトのフル・ネームは次のよ
うになります。

x/y/Foo

注意注意注意注意 : サーバー側のスキーマ・オブジェクト名には、フル・ネームと
ショート・ネームという 2つの形式があります。 

フル・ネームは完全修飾名であり、可能である限りは常にスキーマ・オブ
ジェクト名として使用されます。フル・ネームが 31文字を超える場合、
またはフル・ネームに不正な文字やトランスレーションできない文字が含
まれている場合は、Oracle8i Serverでフル・ネームがショート・ネームに
トランスレーションされ、スキーマ・オブジェクト名として使用されま
す。フル・ネームとショート・ネームおよびそのトランスレーション方法
は記録されます。フル・ネームが 31文字以内で、不正な文字やトランス
レーションできない文字が含まれていない場合は、スキーマ・オブジェク
ト名として使用されます。

DBMS_JAVAプロシージャで、ショート・ネームからフル・ネームを取得
するときやその逆を実行するときの考慮点を含む、スキーマ・オブジェク
ト名および他のファイルのネーミング規則に関する考慮点の詳細は、 
『Oracle8i Java開発者ガイド』を参照してください。
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.classが削除されていることに注意してください。

Foo.sqljがイテレータ MyIterを宣言すると、そのクラス・スキーマ・オブジェクトのフ
ル・ネームは次のようになります。

x/y/MyIter

（ネストされたクラスの場合は、それ自体のスキーマ・オブジェクトを持ちません。）

Foo.sqljを変換すると SQLJで生成される関連プロファイル・キーのクラス・ファイルは、
Foo_SJProfileKeys.classとなります。このため、そのクラス・スキーマ・オブジェク
トのフル・ネームは次のようになります。

x/y/Foo_SJProfileKeys

アプリケーションの変換時に -ser2classオプションを有効にした場合、プロファイルは
ファイル Foo_SJProfile0.class中に生成されます。このため、クラス・スキーマ・オ
ブジェクトのフル・ネームは次の形式になります。

x/y/Foo_SJProfile0

ロードされたリソース（ロードされたリソース（ロードされたリソース（ロードされたリソース（-ser2classを有効にしなかった場合はプロファを有効にしなかった場合はプロファを有効にしなかった場合はプロファを有効にしなかった場合はプロファ
イルも含む）のフル・ネームイルも含む）のフル・ネームイルも含む）のフル・ネームイルも含む）のフル・ネーム
ここで説明する内容が適用されるのは、アプリケーションの変換時に -ser2classオプ
ションを有効にしなかった場合、またはアプリケーションで他の Javaシリアル化リソース
（.ser）ファイルを使用する場合のみです。

リソース・スキーマ・オブジェクトとクラス・スキーマ・オブジェクトでは、名前付けの方
法が異なります。リソース・スキーマ・オブジェクトの名前は、リソースの内容には依存し
ません。そのフル・ネームには、.jarファイルや loadjavaコマンドラインに示される名
前と同様に、パスも含まれます。また、拡張子 .serは削除されません。

リソース名は、実行時にリソースの場所を示すために使用されます。このため、リソース名
には必ず正しいパスを指定することが重要です。サーバーでは、Javaがクライアント上でリ
ソースを検索するときに使用する相対パスおよびファイル名が、リソースの正しいフル・
ネームになります。 

SQLJプロファイルの場合、トランスレータの -dオプションで指定されたディレクトリ
（パッケージ名をベースとした名前）の配下にあるサブディレクトリがフル・ネームになり
ます。生成された .classファイルや .serファイルの最上位の出力ディレクトリを指定す
るオプションです。-dオプションが /mydirに設定され、アプリケーションがパッケージ
abc.defにある場合は、トランスレーションで生成される .classファイルおよび .ser
ファイルが /mydir/abc/defディレクトリに置かれます。（デフォルト値を含む SQLJの
-dオプションの詳細は、8-26ページの「.serおよび .classファイルの出力ディレクトリ
（-d）」を参照してください。）
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実行時には、/mydirを CLASSPATHで指定することになります。Javaではこのディレクト
リの下にある abc/defディレクトリ中のアプリケーション・コンポーネントが検索されま
す。

このため、このアプリケーションをサーバーにロードするときは、loadjavaまたは jar
を -dディレクトリから実行する必要があります。この場合、次の例のように、コマンドラ
インでファイルを検索するために指定するパスにはパッケージ名を入力します。

cd /mydir
loadjava <...options...> abc/def/*.class abc/def/*.ser

.jarファイルを使用する場合は、次のように指定します。

cd /mydir
jar -cvf myjar.jar abc/def/*.class abc/def/*.ser
loadjava <...options...> myjar.jar

アプリケーションが Appで、プロファイルが App_SJProfile0.serの場合、前述の例の
いずれでも、作成されるリソース・スキーマ・オブジェクトのフル・ネームが次のように正
しく設定されます。

abc/def/App_SJProfile0.ser

.serが保持されていることに注意してください。 

-dには、そのディレクトリ階層に他の内容が含まれないディレクトリを設定することをお
薦めします。このように設定すると、jarを次のように実行して、アプリケーション・コン
ポーネントを再帰的に取得できます。

cd /mydir
jar -cvf myjar.jar *
loadjava <...options...> myjar.jar

クラス・ファイクラス・ファイクラス・ファイクラス・ファイルとルとルとルとリソース・ファイリソース・ファイリソース・ファイリソース・ファイルをルをルをルをローローローロードした後のドした後のドした後のドした後のアプリケーショアプリケーショアプリケーショアプリケーションンンン
の公開の公開の公開の公開

サーバー側で Javaコードを使用する場合と同様に、サーバー側で SQLJコードを使用する場
合にも、事前に最上位メソッドを公開する必要があります。公開する場合は、コール記述子
の記述、データ型のマッピング、パラメータ・モードの設定を行います。 詳細は、『Oracle8i 
Javaストアド・プロシージャ開発者ガイド』を参照してください。
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要約要約要約要約 : サーバー側でのクライアント・アプリケーションの実行サーバー側でのクライアント・アプリケーションの実行サーバー側でのクライアント・アプリケーションの実行サーバー側でのクライアント・アプリケーションの実行
ここでは、サーバーでクライアント・アプリケーションを実行する手順について要約しま
す。この例で使用した NamedIterDemoサンプル・アプリケーションについては、12-5
ページの「名前指定イテレータ : NamedIterDemo.sqlj」で説明します。

1. アプリケーション・コンポーネントとして .jarファイルを作成します。
NamedIterDemoのコンポーネントとしては、SalesRec.classの他、アプリケー
ション・クラスやプロファイルなどが挙げられます。 

.jarファイル niter-server.jarを作成するには、次のようにします。

jar cvf niter-server.jar Named*.class Named*.ser SalesRec.class connect.properties

2. .jarファイルをサーバーにロードします。

loadjavaは次のように指定します。この例に示したように指定した場合、loadjava
でのファイルのロードには OCI8ドライバが使用されます。-resolveオプションによ
り、クラス・ファイルが解決されます。

loadjava -oci8 -resolve -force -user scott/tiger niter-server.jar

3. アプリケーション用に、SQLラッパーをサーバーに作成します。

たとえば、次の SQL*Plusスクリプトを実行します。

set echo on
set serveroutput on
set termout on
set flush on

execute dbms_java.set_output(10000);

create or replace procedure SQLJ_NAMED_ITER_DEMO as language java 
name 'NamedIterDemo.main (java.lang.String[])';
/

DBMS_JAVA.SET_OUTPUT()ルーチンでは、デフォルトの出力が、トレース・ファイ
ルではなくユーザー画面へ戻されます。入力パラメータには、バイト単位でバッファ・
サイズを指定します。

4. ラッパーを実行します。

次にその例を示します。

sqlplus> call SQLJ_NAMED_ITER_DEMO();
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SQLJソースのロードとサーバーでの変換
SQLJソースのロードとサーバーでの変換ソースのロードとサーバーでの変換ソースのロードとサーバーでの変換ソースのロードとサーバーでの変換
サーバーで使用する SQLJコードを作成する場合には、ソース・コードをサーバーにロード
して、サーバーで直接変換する方法もあります。この方法では、Oracle8i JVMの埋込み
SQLJトランスレータを使用します。ここでも、クライアント・マシン上でソースが作成さ
れたことを前提とします。

サーバーへの SQLJソースのロードは、原則的にはサーバーへの Javaソースのロードと同じ
です。コンパイル・オプションが設定されている場合は、トランスレーションが暗黙的に実
行されます。（後述する loadjava -resolveオプションなど）

.sqljソース・ファイルを .jarファイルを使用するかまたは直接にサーバーにロードする
と、その結果として生成されたデータベース・ライブラリ・ユニットにソース・ファイルが
格納されます。これが、Javaソース・スキーマ・オブジェクトと呼ばれるデータベース・ラ
イブラリ・ユニットです。ソース・ファイルごとに個別のスキーマ・オブジェクトが作成さ
れます。

トランスレーションとコンパイルを実行すると、生成済みのクラスとプロファイルに対して
ライブラリ・ユニットが生成されます。このライブラリ・ユニットは、Javaクラス・スキー
マ・オブジェクト（クラスの場合）とか、Javaリソース・スキーマ・オブジェクト（プロ
ファイルの場合）と呼ばれています。これと同様に、クライアント側で作成された .class
ファイルおよび .serファイルからサーバーに直接にロードしたライブラリ・ユニットもこ
のように呼ばれます。各クラスおよび各プロファイルごとに、個別のスキーマ・オブジェク
トが作成されます。

リソース・スキーマ・オブジェクトは、サーバーにロードしてあるプロパティ・ファイルに
も使用されます。 

SQLJソース・コードのサーバーへのロードソース・コードのサーバーへのロードソース・コードのサーバーへのロードソース・コードのサーバーへのロード
ソースをサーバーにロードする際には、（.classファイルや .serファイルではなく）
.sqljファイルに対して、Oracle loadjavaクライアント側ユーティリティを実行します。
このユーティリティの詳細は、 『Oracle8i Java開発者ガイド』を参照してください。

loadjava -resolveオプションを有効にして .sqljファイルをロードすると、ロード時
にサーバー側の埋込みトランスレータが実行され、アプリケーションのトランスレーショ
ン、コンパイルおよびカスタマイズが行われます。それ以外の場合は、トランスレーション
が行われずにソースがソース・スキーマ・オブジェクトにロードされます。ただしこの場合
は、ソース中に定義されているクラスが最初に使用されたときに、ソースに対して暗黙的に
変換、コンパイルおよびカスタマイズが行われます。クライアント側 SQLJにはこの暗黙的
トランスレーションに相当するものがありません。

注意注意注意注意 : SQLJアプリケーションをサーバーでトランスレーションすると、
プロファイルがクラスではなくリソースとして生成されます。これは、
サーバー側 SQLJトランスレータに -ser2classオプションがないためで
す。
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たとえば、loadjavaは、次のように実行します。

loadjava -user scott/tiger -resolve Foo.sqlj

ロードに Thinドライバを使用する場合は、次のように -thinオプションと該当の URLを
指定します。

loadjava -thin -user scott/tiger@localhost:1521:ORCL -resolve Foo.sqlj

いずれの方法でも、ソース・スキーマ・オブジェクトに加えて、適切なクラス・スキーマ・
オブジェクトとリソース・スキーマ・オブジェクトが作成されます。詳細は、11-17ページ
の「ソースのロード、クラスの生成およびリソース・スキーマ・オブジェクト」を参照して
ください。

ただし、loadjavaを実行する際は、事前に SQLJオプションを正しく設定する必要があり
ます。詳細は、11-14ページの「サーバー側の埋込みトランスレータでサポートされるオプ
ション」を参照してください。encodingの設定は、次のように loadjavaのコマンドライ
ンで指定します。サーバー側 SQLJ encodingオプションは、このかわりとしては使用でき
ないので注意してください。

loadjava -user scott/tiger -resolve -encoding SJIS Foo.sqlj

実際のユーティリティを実行する loadjavaスクリプトの格納場所は、[Oracle Home]配
下の binサブディレクトリです。このディレクトリは、Oracleをインストールすると自動
的に作成されます。

注意注意注意注意 : 

� .sqljファイルは、同じ .sqljファイルの処理によって生成された
.classファイルまたは .serファイルと一緒にはロードできません。 
このようにロードすると、サーバーで生成中のクラスやプロファイル
と同じクラスやプロファイルに対してサーバーがロードを試みること
になるため、競合が発生します。 

（loadjavaを使用した .jarファイルの処理では、まず .sqljファ
イル、.javaファイルおよび .classファイルが処理され、その後
でセカンド・パスが作成され、他のすべてのファイルが、Javaリソー
ス・ファイルとして処理されます。）

� 複数の .sqljファイルを .jarファイルに入れて、.jarファイルを
loadjavaに指定できます。 

� データベース・スキーマの USER_OBJECTSビューにアクセスすると、
クラスとリソースが適切にロードされたかどうかを確認できます。こ
の詳細は、『Oracle8i Java開発者ガイド』を参照してください。
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SQLJおよび Javaアプリケーションのサーバーへのロードには、loadjavaユーティリティ
の使用をお薦めします。ただし、次のように Oracle SQL CREATE JAVAコマンドを使用す
る方法もあります。

CREATE OR REPLACE <AND COMPILE> JAVA SOURCE <NAMED srcname> <AS loadname>;

.sqljファイルに AND COMPILEを指定すると、ソースが変換、コンパイルおよびカスタ
マイズされ、ソース・スキーマ・オブジェクトとともに、クラス・スキーマ・オブジェクト
やリソース・スキーマ・オブジェクトが作成されます。それ以外の場合は、変換やコンパイ
ルが行われず、ソース・スキーマ・オブジェクトのみが作成されます。この場合は、ソース
中のクラスが最初に使用されたときに、ソースに対して暗黙的に変換、コンパイルおよびカ
スタマイズが行われます。 

CREATE JAVAコマンドの詳細は、『Oracle8i SQL リファレンス』を参照してください。

サーバー側の埋込みトランスレータでサポートされるオプションサーバー側の埋込みトランスレータでサポートされるオプションサーバー側の埋込みトランスレータでサポートされるオプションサーバー側の埋込みトランスレータでサポートされるオプション
サーバー側 SQLJのトランスレータでは、次のオプションを使用できます。

� 文字コード

� online

� debug

ここでは、loadjavaユーティリティとその -resolveオプションについて説明します。 詳
細は、 『Oracle8i Java開発者ガイド』を参照してください。

encodingオプションオプションオプションオプション
このオプションには、サーバー側にロードするときのソース・コードの解釈に使用する文字
コード（SJISなど）を指定します。encodingオプションは、ソースのロード時にコンパ
イルの有無にかかわらず、使用されます。

注意注意注意注意 : 初めてソース・ファイルをロードすると、定義済みクラスの確認
など、ソース・コードのチェックが行われます。このときにエラーが検出
されると、ロードが失敗します。

注意注意注意注意 : サーバー側での変換時に生成されたクラス・スキーマ・オブジェ
クトは、SQLJソース・コードをマッピング先とする行番号を自動的に参
照します。クライアント側での変換時に -linemapオプションを有効化す
ると、サーバー側と同様の自動参照が行われます。（このオプションにつ
いては、8-43ページの「SQLJソース・ファイルとの行マッピング
（-linemap）」を参照してください。）
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また、loadjavaを使用して SQLJアプリケーションをサーバー側にロードする別の方法と
しては、loadjavaコマンドラインで文字コードを指定する方法もあります。これについて
は、11-12ページの「SQLJソース・コードのサーバーへのロード」で説明します。
loadjavaコマンドラインで設定された文字コードは、この encodingオプションに優先
します。

このオプションについては 8-25ページの「入力および出力ソース・ファイルの文字コード
（-encoding）」を参照してください。

onlineオプションオプションオプションオプション
このオプションにデフォルト値の TRUEを設定すると、オンラインのセマンティクス・
チェックが有効になります。セマンティクス・チェックは、ソースがロードされたスキーマ
に対して行われます。クライアント側でのオンライン・チェックでは、基本スキーマの指定
は不要です。

onlineオプションを FALSEに設定すると、オフラインでチェックが行われます。 

いずれの場合も、デフォルトのチェッカは oracle.sqlj.checker.OracleCheckerで
す。このチェッカにより、使用する JDBCドライバのバージョンとデータベースのバージョ
ンに応じてチェッカが選択されます。 OracleCheckerの詳細は、8-54ページの「セマン
ティクス・チェッカおよび OracleCheckerフロントエンド（デフォルトのチェッカ）」を参
照してください。

onlineオプションは、ソースの変換およびコンパイル時に使用されます。loadjava 
-resolveオプションを有効にしてこれをロードすると、チェックが即座に実行されます。
それ以外の場合は、ソースで定義されたクラスが初めて使用されるときに実行されます。
（トランスレーションおよびコンパイルは暗黙的に行われます。）

注意注意注意注意 : このオプションまたは loadjavaで文字コードが指定されていな
い場合は、loadjavaを実行したクライアントの file.encodingで指定
された文字コードが使用されます。

注意注意注意注意 : サーバー側とクライアント側とでは、onlineオプションの使用
方法が異なります。サーバー側で onlineオプション使用した場合、デ
フォルトのチェッカでのオンライン・チェックを有効にするフラグとして
のみ機能します。一方、クライアント側では、使用するチェッカを
-onlineオプションで指定できますが、別途 -userオプションでオンラ
イン・チェックを有効にする必要があります。
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debugオプションオプションオプションオプション
このオプションに TRUEを設定すると、.sqljまたは .javaソース・ファイルがサーバー
でコンパイルされるときに、サーバー側の Javaコンパイラがデバッグ情報を出力します。
これは、クライアント上で標準の javacコンパイラを実行するときに、-gオプションを使
用するのに相当します。

debugオプションはソースのコンパイル時に使用されます。loadjava -resolveオプショ
ンを有効にしてこれをロードすると、デバッグが即座に実行されます。（.sqljファイルの
場合は、SQLJトランスレーションの直後に実行されます。）それ以外の場合は、ソースで定
義されたクラスが初めて使用されるときに実行されます。（トランスレーションおよびコン
パイルは暗黙的に行われます。）

サーバーでのサーバーでのサーバーでのサーバーでの SQLJオプションの設定オプションの設定オプションの設定オプションの設定
サーバーで SQLJトランスレータを実行するときは、コマンドラインもプロパティ・ファイ
ルも存在しません。トランスレータやコンパイラのオプションについての情報は、
JAVA$OPTIONSという名前の表の各スキーマに保持されます。この表のオプションを操作
するには、DBMS_JAVAパッケージの次のファンクションおよびプロシージャを使用します。

� dbms_java.get_compiler_option()

� dbms_java.set_compiler_option()

� dbms_java.reset_compiler_option()

個々のパッケージやリソースに対して個別のオプションを指定するには、set_compiler_
option()を使用します。このファンクションには、次を入力パラメータとして指定しま
す。その場合、各パラメータを引用符で囲みます。

� パッケージ名（ドット区切りの名前）またはソース名

ショート・ネームではなくフル・ネームで指定します。

パッケージ名を指定すると、そのパッケージのすべてのソースとサブパッケージに、そ
のオプションが適用されます。ただし、特定のサブパッケージやソースについて設定を
上書きした場合は除きます。

� オプション名

� オプション設定

SQL*Plusを使用して、DBMS_JAVAルーチンを実行します。たとえば、次のように指定し
ます。

sqlplus> execute dbms_java.set_compiler_option(’x.y’, 'online', 'true');
sqlplus> execute dbms_java.set_compiler_option(’x.y.Create’, 'online', 'false');

これら 2つのコマンドで、x.yパッケージ内のすべてのソースに対するオンライン・チェッ
クが有効になります。次に、Createソースのオンライン・チェックを無効し、Createソー
スに対してチェックが行われないようにします。
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同様に、次のように指定して、パッケージ x.yの文字コードを SJISに設定します。

sqlplus> execute dbms_java.set_compiler_option(’x.y’, 'encoding', 'SJIS');

ソースのロード、クラスの生成およびリソース・スキーマ・オブジェクトソースのロード、クラスの生成およびリソース・スキーマ・オブジェクトソースのロード、クラスの生成およびリソース・スキーマ・オブジェクトソースのロード、クラスの生成およびリソース・スキーマ・オブジェクト
-resolveオプションを有効にして loadjavaを .sqljファイルに使用するときなど、
サーバー側の SQLJトランスレータを使用する場合、基本的には、クライアント側で生成さ
れる内容と同じものが生成されます。つまり、ソース中に定義した各クラスのコンパイル済
みクラス、各イテレータおよび接続コンテキスト・クラスのコンパイル済みクラス、コンパ
イル済みプロファイルキー・クラス、および 1つ以上のカスタマイズ済みプロファイルが生
成されます。 

このため、loadjavaで .sqljファイルをサーバーにロードして、変換およびコンパイル
を行うと、次に示した各スキーマ・オブジェクトが作成されます

� 元のソース・コード用のソース・スキーマ・オブジェクト

� ソースで定義したすべてのクラス用のクラス・スキーマ・オブジェクト

� ソースで宣言したすべてのイテレータまたは接続コンテキスト・クラス用のクラス・ス
キーマ・オブジェクト（ただし、サーバー側で実行されるコードでは、接続コンテキス
ト・クラスが宣言されていないことを前提とします。）

注意注意注意注意 : 

� スキーマ・オブジェクト名ではスラッシュ構文（パッケージ名として
の abc/defなど）を使用しますが、パッケージ名やソース名の
set_compiler_option()パラメータはドット区切りの名前（パッ
ケージ名としての abc.defなど）を使用します。

� パッケージ名を指定するときは、サブパッケージにもオプションが適
用されることに注意してください。a.b.MyPackageの設定では、次
の形式の名前の付いたソース・スキーマ・オブジェクトすべてに対し
て、オプションが設定されます。

 a/b/MyPackage/subpackage/... 

� パッケージ名として ''（スペースを挿入せずに一重引用符 2つ）を指
定した場合、ルートおよびすべてのサブパッケージに対して、オプ
ションが適用されます。結果的には、スキーマ中のすべてのパッケー
ジにオプションが適用されることになります。
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� プロファイルキー・クラス用のクラス・スキーマ・オブジェクト（コードで SQLJ実行
文を使用すると、クライアント上でトランスレータを実行する場合と同様に、トランス
レータがプロファイルキー・クラスを作成します。）

� プロファイル用のリソース・スキーマ・オブジェクト（1つのプロファイルしか存在し
ていないことを前提とします。）

これらのスキーマ・オブジェクトのフル・ネームは、後述の方法で決定されます。作成され
るスキーマ・オブジェクトとその名前を出力するには、loadjava -verboseオプションを
指定します。 

ソースのフル・ネームソースのフル・ネームソースのフル・ネームソースのフル・ネーム
ソース・ファイルをサーバーにロードすると、変換やコンパイルが行われるかどうかにかか
わらず、ソース・スキーマ・オブジェクトが作成されます。このスキーマ・オブジェクトの
フル・ネームは、ソース・コード中のパッケージ名とクラス名によって決定されます。コマ
ンドラインで指定するパス（loadjavaが認識できるように指定する場合など）は、スキー
マ・オブジェクトの名前付けには影響しません。 

たとえば、Foo.sqljが x.yパッケージ内の Fooクラスを定義し、他のクラスを定義また
は宣言しない場合、作成されるソース・スキーマ・オブジェクトのフル・ネームは次のよう
になります。

x/y/Foo

.sqljが削除されていることに注意してください。

クラスをさらに定義したり、イテレータ・クラスや接続コンテキスト・クラスを宣言する
と、ソース・スキーマ・オブジェクトの名前が付けられます。この名前には、通常は最初に

注意注意注意注意 : サーバー側のスキーマ・オブジェクト名には、フル・ネームと
ショート・ネームという 2つの形式があります。 

フル・ネームは完全修飾名であり、可能な限りは常にスキーマ・オブジェ
クト名として使用されますフル・ネームが 31文字を超える場合、または
フル・ネームに不正な文字やトランスレーションできない文字が含まれて
いる場合は、Oracle8i Serverでフル・ネームがショート・ネームにトラン
スレーションされ、スキーマ・オブジェクト名として使用されます。フ
ル・ネームとショート・ネームおよびそのトランスレーション方法は記録
されます。フル・ネームが 31文字以内で、不正な文字やトランスレー
ションできない文字が含まれていない場合は、スキーマ・オブジェクト名
として使用されます。

スキーマ・オブジェクト名および他のファイルのネーミング規則に関する
考慮点（DBMS_JAVAプロシージャを使用し、ショート・ネームに基づい
てフル・ネームを取得する方法やその逆を実行する方法など）の詳細は 
『Oracle8i Java開発者ガイド』を参照してください。
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出現した Publicクラス定義またはクラス宣言が使用されますが、Publicクラスの定義がない
場合は、最初のクラス定義が使用されます。（サーバー側では、1つのソースの中に複数のク
ラスを定義することも可能です。）

前の例と同じパッケージ x.y中の Foo.sqljに、まず Publicクラス Barを、次にクラス
Fooクラスを定義したとします。この Barの定義の前に publicイテレータ・クラスまたは
接続コンテキスト・クラスを宣言しなかった場合には、作成されるソース・スキーマ・オブ
ジェクトのフル・ネームは次のようになります。

x/y/Bar

ただし、Barクラスと Fooクラスの定義の前に、publicイテレータ・クラス MyIterが宣
言されている場合、作成されるソース・スキーマ・オブジェクトのフル・ネームは次のよう
になります。

x/y/MyIter

生成されたクラスのフル・ネーム生成されたクラスのフル・ネーム生成されたクラスのフル・ネーム生成されたクラスのフル・ネーム
クラス・スキーマ・オブジェクトは、ソース中に定義されているクラス、宣言済みイテレー
タおよびプロファイルキー・クラスのそれぞれに対して生成されます。クラス・スキーマ・
オブジェクトは、ソース・コードのクラス名およびパッケージ名に基づいて名前付けされま
す。

ここでも、11-18ページの「ソースのフル・ネーム」の例を使用します。ソース・コード中
にパッケージ x.yを指定し、最初に Publicクラス Bar、次にクラス Fooを定義した後で、
publicイテレータ・クラス MyIterを宣言したとします。定義および宣言されたクラスのク
ラス・スキーマ・オブジェクトには、次のようにフル・ネームが付けられます。

x/y/Bar
x/y/Foo
x/y/MyIter

.classが付けられていないことに注意してください。

プロファイル・キー・クラスは、ソース・スキーマ・オブジェクト名に従って名前付けさ
れ、名前の最後に次が追加されます。

_SJProfileKeys

Fooの定義と MyIterの宣言の前に Barが定義されている場合、プロファイル・キー・ク
ラスのスキーマ・オブジェクトは次のように名前付けされます。

x/y/Bar_SJProfileKeys

いずれかのクラス定義の前に MyIterが宣言されている場合、プロファイル・キー・クラス
のスキーマ・オブジェクトは次のように名前付けされます。

x/y/MyIter_SJProfileKeys
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元のソース・ファイルの名前や、ソースのサーバーへのロード時に指定するパスは、生成さ
れるクラスの名前付けには影響しません。

コードで内部クラスや無名クラスを定義する場合、これらのクラスは標準の javacコンパ
イラネーミング規則に従って名前付けされます。 

生成されたプロファイルのフル・ネーム生成されたプロファイルのフル・ネーム生成されたプロファイルのフル・ネーム生成されたプロファイルのフル・ネーム
生成されたプロファイルのリソース・スキーマ・オブジェクトは、プロファイル・キー・ク
ラスのスキーマ・オブジェクトと同じ方法で名前付けされます。つまり、ソース・スキー
マ・オブジェクト名に基づいて、ソース・コードのパッケージ情報とクラス情報を同じ方法
で使用して名前付けされます。コマンドライン（loadjavaコマンドラインなど）または
.jarファイルで示されるディレクトリ情報は、プロファイルの名前付けに影響を与えませ
ん。

ソース・ファイルのロードおよび変換で生成されたプロファイルでは、ソース・スキーマ・
オブジェクト名がベース名となり、ベース名の最後に次が追加されます。 

_SJProfile0.ser
_SJProfile1.ser
...

.serが付いていることに注意してください。 

これは、クライアント上でプロファイル名に追加されるものと同じです。

11-18ページの「ソースのフル・ネーム」の例の場合、ソース・スキーマ・オブジェクト名
は（状況に応じて）x/y/Foo、x/y/Barまたは x/y/MyIterになりますが、プロファイル
名は次のいずれかになります。

x/y/Foo_SJProfile0.ser

または

x/y/Bar_SJProfile0.ser

または

x/y/MyIter_SJProfile0.ser 

注意注意注意注意 : ソース名は、最初に定義されている Publicクラスの名前と同じに
するか、Publicクラスが未定義の場合は、最初に定義されているクラスの
名前と同じにすることをお薦めします。このようにすると、クライアント
側とサーバー側で違う動作をすることを回避できます。
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サーバー側埋込みトランスレータからのエラー出力サーバー側埋込みトランスレータからのエラー出力サーバー側埋込みトランスレータからのエラー出力サーバー側埋込みトランスレータからのエラー出力
サーバー側の SQLJエラー処理は、サーバー側での一般的な Javaエラー処理と同様に行われ
ます。SQLJエラーは、ユーザー・スキーマの USER_ERRORS表に出力されます。この表の
TEXT列から SELECTを行うと、特定のエラー・メッセージを取得できます。

ただし、SQLJソースのロードに loadjavaを使用する場合は、loadjavaによってサー
バー側トランスレータからのエラー・メッセージのキャプチャおよび出力が行われます。

情報メッセージや非表示にできる警告は、サーバー側トランスレータで出力しないようにで
きます。これは、クライアント側トランスレータで -warn=noportable,noverbose（デ
フォルト）が設定された場合と同じです。 クライアント側トランスレータの -warnオプショ
ンの詳細は、8-40ページの「トランスレータからの警告（-warn）」を参照してください。

ソース・ファイルをロードした後の、アプリケーションの公開ソース・ファイルをロードした後の、アプリケーションの公開ソース・ファイルをロードした後の、アプリケーションの公開ソース・ファイルをロードした後の、アプリケーションの公開
サーバー側で Javaコードを使用する場合と同様に、サーバー側で SQLJコードを使用する場
合にも、事前に最上位メソッドを公開する必要があります。公開する場合は、コール記述子
の記述、データ型のマッピング、パラメータ・モードの設定を行います。詳細は、『Oracle8i 
Javaストアド・プロシージャ開発者ガイド』を参照してください。

Javaスキーマ・オブジェクトの削除スキーマ・オブジェクトの削除スキーマ・オブジェクトの削除スキーマ・オブジェクトの削除
Oracleには、loadjavaユーティリティを補足する dropjavaユーティリティがあります。
このユーティリティは、Javaソース、クラスおよびリソース・スキーマ・オブジェクトを削
除（ドロップ）します。loadjavaを使用してサーバーにロードしたスキーマ・オブジェク
トを削除する場合は、必ず dropjavaを使用してください。ここでは dropjavaの概要の
みに絞って説明します。この詳細は、 『Oracle8i Java開発者ガイド』を参照してください。

dropjavaユーティリティでは、コマンドラインのファイル名と .jarファイルの内容がス
キーマ・オブジェクト名に変換され、スキーマ・オブジェクトがデータベースから削除され
ます。.sqlj、.java、.class、.serおよび .jarの各ファイルは、任意の順序でコマン
ドラインに指定できます。 

Javaスキーマ・オブジェクトは、必ず最初にロードしたときと同じ方法で削除することをお
薦めします。.sqljソース・ファイルをロードしてからサーバー側で変換した場合は、同じ
ソース・ファイルに対して dropjavaを実行します。クライアント側で変換を行ってからク
ラスとリソースを直接ロードした場合は、同じクラスとリソースに対して dropjavaを実行
します。

注意注意注意注意 : 通常、サーバー側で実行されるアプリケーションには、接続コン
テキスト・クラス宣言がないため、プロファイルは、1つのみとなります。
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たとえば、Foo.sqljに対して loadjavaを実行した場合は、次のように同じファイル名
を指定して dropjavaを実行します。

dropjava -user scott/tiger Foo.sqlj

プログラムをクライアント側で変換してから、生成されたコンポーネントを含む .jarファ
イルでロードした場合は、同じ .jarファイル名を使用してプログラムを削除します。

dropjava -user scott/tiger Foo.jar

プログラムをクライアント側で変換してから、生成されたコンポーネントを loadjavaコマ
ンドラインでロードした場合は、次のように dropjavaコマンドラインで削除します。（こ
こでは、イテレータ・クラスはないと想定しています。）

dropjava -user scott/tiger Foo*.class dir1/dir2/Foo_SJProfile*.ser

その他の考慮事項その他の考慮事項その他の考慮事項その他の考慮事項
ここでは、サーバーでの Javaマルチスレッドと再帰的 SQLJコールについて説明します。

サーバーでのサーバーでのサーバーでのサーバーでの Javaマルチスレッドマルチスレッドマルチスレッドマルチスレッド
Javaマルチスレッドを使用するプログラムは、変更を加えなくても Oracle8i Serverで実行
できます。ただし、クライアント側プログラムがマルチスレッドの使用によりスループット
が向上するのに対して、サーバー側で Javaマルチスレッド・コードが実行される場合はそ
のような利点がありません。マルチスレッド・アプリケーションをサーバーに移植する場合
は、次に示す Oracle8i JVMとクライアント側 JVMとのマルチスレッド機能の相違を考慮し
てください。

� サーバー内のスレッドは、同時処理ではなく順次処理されます。

� サーバーでは、1つのコール内のスレッドは、そのコールの終わりに消滅します。

� サーバー内のスレッドは、プリエンプティブにスケジュールされません。1つのスレッ
ドが無限ループに入った場合、他のスレッドは実行できません。

Oracle8i Serverの Javaマルチスレッドを、通常の Oracle Serverのマルチスレッドと混同し
ないでください。後者の場合はデータベースの同時セッションであり、Javaマルチスレッド
ではありません。サーバーでは、多くのユーザーが自身のセッションで同時に実行すること
により、拡張性とスループットが得られます。スループットを最大にするための Javaの実
行のスケジューリング（1セッション内でのコールのスループットなど）は、Javaではなく
Oracle Serverで行われます。

SQLJでの Javaマルチスレッドについては、7-20ページの「SQLJでのマルチスレッド」を
参照してください。
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サーバーでの再帰的サーバーでの再帰的サーバーでの再帰的サーバーでの再帰的 SQLJコールコールコールコール
7-16ページの「実行コンテキストの同期」で説明したように、SQLJでは通常、複数の SQLJ
文で同時には同じ実行コンテキスト・インスタンスを使用できません。つまり、すでに使用
されている実行コンテキスト・インスタンスの使用を試みた文は、前の文が完了するまでブ
ロックされます。

ただし、クライアントに比べて、Oracle Serverではこの機能はあまり望ましくありません。
すべてのストアド・プロシージャおよびストアド・ファンクションは通常デフォルトの実行
コンテキスト・インスタンスを使用します。ただし、異なるストアド・プロシージャやスト
アド・ファンクションが、再帰的な状況で同じ実行コンテキスト・インスタンスを同時に使
用することがあります。たとえば、あるストアド・プロシージャが SQLJ文を使用して、
SQLJ文を使用する他のストアド・プロシージャをコールする可能性があります。これらの
ストアド・プロシージャを最初に作成するときには、いつこうした状況になるかはわからな
いため、SQLJ文に対して特定の実行コンテキスト・インスタンスが指定されるとは断定で
きません。

この問題に対処するため、再帰的コールによってこのような状況が発生した場合、SQLJで
は複数の SQLJ文で同時に同じ実行コンテキスト・インスタンスを使用できます。 

ここでは、再帰的な状況の例を考えて、実行コンテキスト・インスタンスのステータス情報
がどのようになるかを説明します。すべての文で、デフォルトの接続コンテキスト・インス
タンスとそのデフォルトの実行コンテキスト・インスタンスが使用されると想定します。ス
トアド・プロシージャ proc1が持つ SQLJ文が、同じく SQLJ文を持つストアド・プロシー
ジャ proc2をコールする場合、proc2内の各文は、proc1のプロシージャ・コールが使用
しているときに同じ実行コンテキスト・インスタンスを使用します。

proc2の各 SQLJ文によって、その文のステータス情報が実行コンテキスト・インスタンス
に書き込まれます。必要な場合は、文のコンパイル後に、その情報を取得できます。proc2
をコールする proc1の文からのステータス情報は、proc2が実行を終え、プログラム・フ
ローが proc1に戻り、proc2をコールした proc1内の操作が完了した後で、実行コンテキ
スト・インスタンスに書き込まれます。

再帰的な状況でも実行コンテキストのステータス情報が正しく処理されるように、実行コン
テキスト・メソッドは、SQL操作が完了した後にステータス情報を更新するように定義され
ています。
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ExecutionContextメソッドの詳細は、7-17ページの「ExecutionContextメソッド」を参
照してください。

サーバーでのコードの実行状況の確認サーバーでのコードの実行状況の確認サーバーでのコードの実行状況の確認サーバーでのコードの実行状況の確認
作成したコードが実際にサーバー側で実行可能かどうかを確認する場合、クラス Java 
java.lang.Systemの標準 getProperty()メソッドを使用して
oracle.server.versionの Javaプロパティを取得する方法が便利です。このプロパティ
にバージョン番号が指定されている場合、コードは Oracle Serverで実行されます。この
バージョン番号が NULLの場合、Oracle Serverではコードが実行されません。次にその例を
示します。

...
if (System.getProperty("oracle.server.version") != null 
{
   // (running in server)
}
...

注意注意注意注意 : 

� サーバー側で実行されるコードの中に、実行コンテキスト・ステータ
スや制御メソッドを使用する計画を立てるたびに、必要に応じて別個
の実行コンテキスト・インスタンスを使用することをお薦めします。

� 上の例で別個の実行コンテキスト・インスタンスを使用せず、しかも
制御パラメータを変更するために proc2から実行コンテキスト・イ
ンスタンスへのメソッドをコールした場合、それ以降に proc1で実
行される操作に影響します。 

� バッチ更新は、再帰的コールでは使用できません。デフォルトでは、
バッチ処理（有効化してある場合）を実行できるのは、最上位プロ
シージャのみに限定されています。こうした制約を免れるには、実行
コンテキスト・インスタンスを明示的に使用する必要があります。

注意注意注意注意 : サーバー側で getProperties()メソッドは使用しないでくだ
さい。セキュリティ例外の原因となります。
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Enterprise JavaBeansとととと CORBAでのサーバー側でのサーバー側でのサーバー側でのサーバー側 SQLJ
この章の説明のほとんどの部分では、SQLJをストアド・プロシージャまたはストアド・
ファンクションに使用するものと想定しています。その他の場合については、特に言及して
はいません。ただし、SQLJはサーバーで次のものに対しても使用できます。

� Enterprise JavaBeans

� CORBAサーバー・オブジェクト

ここでは、Enterprise JavaBeansおよび CORBAオブジェクトの使用について説明します。
詳細は、 『Oracle8i Enterprise JavaBeansと CORBA開発者ガイド』を参照してください。そ
のマニュアルの lookupおよび sqljimplの例で取り上げたインタフェースの実装は、
SQLJで開発されています。

Enterprise JavaBeans
SQLJを Enterprise JavaBeans（EJB）で使用するには、SQLJ EJBをクライアント側で開発お
よび変換し、生成されたすべてのクラスとリソースをサーバーにロードします。ただし、
EJBをロードおよび公開するには、deployejbと呼ばれるユーティリティを使用する必要
があります。（loadjavaは使用しません。）

EJBプログラムに対して SQLJトランスレータを実行する際には、次のことを考慮してくだ
さい。

� SQLJ -ser2classオプションを使用すると、プロファイルを .serファイルから
.classファイルに変換できます。 このように変換すると、11-8ページの「クラスの
ロードとリソース・スキーマ・オブジェクト」で説明したように、サーバーに作成され
るスキーマ・オブジェクトの名前付けが簡略化されますが、プロファイルをこれ以上は
カスタマイズできなくなります。（さらにカスタマイズを行うには、SQLJトランスレー
タを再実行して、プロファイルを生成し直す必要があります。）

� SQLJ -dオプションを使用すると、生成されたすべての .classファイルを（存在する
場合は .serファイルも）、指定したディレクトリに格納できます。

注意注意注意注意 : EJBまたは CORBAオブジェクトで XAトランザクション（EJB
の UserTransactionまたは CORBAオブジェクトの JTSなど）が使用
されている場合、明示的な SQLJ COMMIT/ROLLBACK文や JDBC 
COMMIT/ROLLBACKメソッドは使用できません。使用を試みると例外が発
生します。COMMITおよび ROLLBACK操作は、使用している特定の XAイ
ンタフェースを介して実行する必要があります。
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SQLJ EJBの変換が終了した後、すべてを .jarファイルにまとめます。記述する内容を次に
示します。

� EJB開発の生成結果 :  ホーム・インタフェース、リモート・インタフェース、Bean実装
および依存クラス用の .classファイル（また、必要な場合は、Javaリソースも記述し
ます）

� SQLJ開発およびトランスレーションの生成結果 :  アプリケーション .classファイル、
プロファイル・キー .classファイル、イテレータ .classファイルおよびプロファイ
ル（.classファイルまたは .serファイルの中に格納）

1-13ページの「他の配布例」では、SQLJの生成結果について要約しています。サー
バーにロードしたプログラムには、接続コンテキスト・クラスの宣言がありません。こ
れは、サーバー自体にのみ接続が行われるためです。

.jarファイルを作成した後、deployejbユーティリティを使用して、すべてをサーバーに
ロードします。このとき、入力パラメータとして .jarファイルを指定します。 

CORBAサーバー・オブジェクトサーバー・オブジェクトサーバー・オブジェクトサーバー・オブジェクト
SQLJを使用して、データベース DML文を持つ CORBAオブジェクトを開発することも可
能です。EJBの場合と同様に、ファイルをロードする際には、SQLJトランスレータで生成さ
れたすべてのクラスとリソースを含めるように注意します。CORBAオブジェクトでは、ス
トアド・プロシージャの場合と同じようにロードおよび公開します。 

11-25ページの「Enterprise JavaBeans」で説明したように、SQLJで生成されたすべての
ファイルを保持する .jarファイルを作成し、loadjavaユーティリティ実行時にこのファ
イルをコマンドラインで指定します。
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サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション

この章では、SQLJの基本的な機能から高度な機能、そしてOracle拡張機能に至る各種の機
能を利用したサンプル・アプリケーションを示します。ここでは、サンプル・アプリケー
ションを次のように分類して紹介します。

� プロパティ・ファイル

� 基本サンプル

� オブジェクト、コレクションおよび CustomDatumのサンプル

� 高度なサンプル

� パフォーマンス強化のサンプル

� サンプル・アプレット

� サーバー側サンプル

� JDBCと SQLJのサンプル・コード

インストール後に、次のディレクトリとそのサブディレクトリから、この章で紹介されてい
るサンプルを使用できます。

[Oracle Home]/sqlj/demo

プロパティ・ファイル、基本サンプルおよび高度なサンプルは、最上位の demoディレクト
リに、オブジェクトおよびコレクションのサンプルは demo/Objectsディレクトリに、
サーバー側アプリケーションのサンプルは demo/serverディレクトリに、アプレットのサ
ンプルは demo/appletsディレクトリに格納されています。 

注意注意注意注意 : この章で紹介したサンプルは、変更を加えずに直接 demoディレ
クトリとそのサブディレクトリからコピーしたものです。
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プロパティ・ファイルプロパティ・ファイルプロパティ・ファイルプロパティ・ファイル
ここでは、2つのプロパティ・ファイルを紹介します。1つは SQLJランタイム接続用で、も
う 1つはトランスレータのオプション設定用です。これらのファイルは、次のディレクトリ
にあります。

[Oracle Home]/sqlj/demo

ランタイム接続用プロパティ・ファイルランタイム接続用プロパティ・ファイルランタイム接続用プロパティ・ファイルランタイム接続用プロパティ・ファイル
この章で紹介するサンプル・アプリケーションでは、Oracle.connect()メソッドが使用
されています。このメソッドを使用すると、DefaultContextクラスのインスタンスが生
成され、それをデフォルトの接続として設定できます。このメソッドによって、いくつかの
シグネチャが提供されます。たとえば、サンプルで使用されているシグネチャは、
connect.propertiesプロパティ・ファイルを使用して、接続パラメータを指定します。
次は、プロパティ・ファイルの例です。

# Users should uncomment one of the following URLs or add their own.
# (If using Thin, edit as appropriate.)
#sqlj.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:ORCL
sqlj.url=jdbc:oracle:oci8:@
#sqlj.url=jdbc:oracle:oci7:@

# User name and password here (edit to use different user/password)
sqlj.user=scott
sqlj.password=tiger

[ORACLE HOME]/sqlj/demoディレクトリ中のランタイム接続用プロパティ・ファイル
は、JDBC OCI 8ドライバおよび scott/tigerスキーマを使用するように設定されていま
す。この適例としてこの章で取り上げたサンプル・アプリケーションでは、第 2章「SQLJ
の基本事項」で説明されているクライアント・インストールを想定しています。

他の設定で使用する場合は、実際のデータベース接続に応じてファイルを変更する必要があ
ります。 

SQLJトランスレータ用プロパティ・ファイルトランスレータ用プロパティ・ファイルトランスレータ用プロパティ・ファイルトランスレータ用プロパティ・ファイル
次に示した sqlj.propertiesや demoディレクトリ中の SQLJトランスレータ・プロパ
ティ・ファイルは、トランスレータ・オプション（SQLJデモ用アプリケーションを変換す
るときに使用するオプション）を指定する場合に使用されます。このファイルの場合、オン
ラインのセマンティクス・チェックはデフォルトでは有効にはなりません。このセマンティ
クス・チェックを有効にするには、sqlj.userの各エントリのコメント設定を外すか、適
宜 sqlj.userエントリを追加します。デフォルトの OracleCheckerクラスによって、オ
ンラインの場合でもオフラインの場合でも、適切なチェッカが選択されます。 

一般に、このプロパティ・ファイルには、オプションの設定方法が記述されています。ただ
し、設定値はコメント扱いになっています。
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SQLJプロパティ・ファイルの詳細は、8-13ページの「プロパティ・ファイルによるオプ
ション設定」を参照してください。

###
### Settings to establish a database connection for online checking
###

### turn on checking by uncommenting user 
### or specifying the -user option on the command line
#sqlj.user=scott
sqlj.password=tiger

### add additional drivers here
#sqlj.driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver<,driver2...>

### Oracle JDBC-OCI7 URL
#sqlj.url=jdbc:oracle:oci7:@

### Oracle JDBC-OCI8 URL
#sqlj.url=jdbc:oracle:oci8:@

### Oracle JDBC-Thin URL
#sqlj.url=jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<oracle_sid>
#sqlj.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl

### Warning settings
###  Note: All settings must be specified TOGETHER on a SINGLE line.

# Report portability warnings about Oracle-specific extensions to SQLJ
#sqlj.warn=portable

# Turn all warnings off
#sqlj.warn=none

# Turn informational messages on
#sqlj.warn=verbose

###
### Online checker
###

### Force Oracle 7.3 features only (with Oracle 8i JDBC and 8i database)
#sqlj.online=oracle.sqlj.checker.Oracle8To7JdbcChecker

### Force Oracle 7.3 features only (with Oracle 8.0 JDBC and 8.0 database)
#sqlj.online=oracle.sqlj.checker.Oracle7JdbcChecker
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### JDBC-generic checker:
#sqlj.online=sqlj.semantics.JdbcChecker

###
### Offline checker
###

### Force Oracle 7.3 features only (with Oracle 8i JDBC)
#sqlj.offline=oracle.sqlj.checker.Oracle8To7OfflineChecker

### Force Oracle 7.3 features only (with Oracle 8.0 JDBC)
#sqlj.offline=oracle.sqlj.checker.Oracle7OfflineChecker

### JDBC-generic checker:
#sqlj.offline=sqlj.semantics.OfflineChecker

###
### Re-use online checking results on correct statements
###
#sqlj.cache=on

###
### Settings for the QueryDemo example
###
### shows how to set options for a particular connection context
###
#sqlj.user@QueryDemoCtx=scott
#sqlj.password@QueryDemoCtx=tiger
#sqlj.url@QueryDemoCtx=jdbc:oracle:oci8:@
#sqlj.url@QueryDemoCtx=jdbc:oracle:oci7:@
#sqlj.url@QueryDemoCtx=jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<oracle_sid>
12-4  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス



基本サンプル
基本サンプル基本サンプル基本サンプル基本サンプル
ここでは、SQLJの基本機能を使用した、イテレータやホスト式などの例を紹介します。具
体的には、次のサンプルを取り上げます。

� 名前指定イテレータ : NamedIterDemo.sqlj

� 位置指定イテレータ : PosIterDemo.sqlj

� ホスト式 : ExprDemo.sqlj

これらのサンプルは、次のディレクトリにあります。

[Oracle Home]/sqlj/demo

まず、2-8ページの「ランタイム接続の設定」の説明に従ってデータベースに接続します。
このとき、次のような SALES表が作成されます。

CREATE TABLE SALES (
      ITEM_NUMBER NUMBER,
      ITEM_NAME CHAR(30),
      SALES_DATE DATE, 
      COST NUMBER, 
      SALES_REP_NUMBER NUMBER,
      SALES_REP_NAME CHAR(20));

名前指定イテレータ名前指定イテレータ名前指定イテレータ名前指定イテレータ : NamedIterDemo.sqlj
次は、名前指定イテレータを使用した例です。

名前指定イテレータ（および位置指定イテレータ）の詳細は、3-29ページの「複数行の問合
せ結果 : SQLJイテレータ」を参照してください。

// ------------------ Begin of file NamedIterDemo.sqlj -----------------------
//
// Invoke the SQLJ translator with the following command:
//    sqlj NamedIterDemo.sqlj
// Then run as 
//    java NamedIterDemo

/* Import useful classes.
**
** Note that java.sql.Date (and not java.util.Date) is being used.
*/

import java.sql.Date;
import java.sql.SQLException;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;

/* Declare an iterator.
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**
** The comma-separated terms appearing in parentheses after the class name
** serve two purposes: they correspond to column names in the query results 
** that later occupy instances of this iterator class, and they provide
** names for the accessor methods of the corresponding column data.
**
** The correspondence between the terms and column names is case-insensitive,
** while the correspondence between the terms and the generated accessor names
** is always case-sensitive.
*/

#sql iterator SalesRecs(
      int item_number,
      String item_name,
      Date sales_date,
      double cost,
      Integer sales_rep_number,
      String sales_rep_name );

class NamedIterDemo
{

  public static void main( String args[] )
  {
    try
    {
      NamedIterDemo app = new NamedIterDemo();
      app.runExample();
    } 
    catch( SQLException exception )
    {
      System.err.println( "Error running the example: " + exception );
    }

    try { Oracle.close(); } catch (SQLException e) { }
  }

  /* Initialize database connection.
  **
  ** Before any #sql blocks can be executed, a connection to a database
  ** must be established.  The constructor of the application class is a
  ** convenient place to do this, since it is executed once, and only
  ** once, per application instance.
  */
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  NamedIterDemo() throws SQLException
  {
    /* if you're using a non-Oracle JDBC Driver, add a call here to
       DriverManager.registerDriver() to register your Driver
    */

    // set the default connection to the URL, user, and password
    // specified in your connect.properties file
    Oracle.connect(getClass(), "connect.properties");
  }

  void runExample() throws SQLException
  {
    System.out.println();
    System.out.println( "Running the example." );
    System.out.println();

    /* Reset the database for the demo application.
    */

    #sql { DELETE FROM SALES };

    /* Insert a row into the cleared table.
    */

    #sql
    {
      INSERT INTO SALES VALUES(
            101,'Relativistic redshift recorder',
            TO_DATE('22-OCT-1997','dd-mon-yyyy'),
            10999.95,
            1,'John Smith')
    };

    /* Insert another row in the table using bind variables.
    */

    int     itemID = 1001;
    String  itemName = "Left-handed hammer";
    double  totalCost = 79.99;

    Integer salesRepID = new Integer(358);
    String  salesRepName = "Jouni Seppanen";
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    Date    dateSold = new Date(97,11,6);

    #sql { INSERT INTO SALES VALUES( :itemID,:itemName,:dateSold,:totalCost,
          :salesRepID,:salesRepName) };

    /* Instantiate and initialize the iterator.
    **
    ** The iterator object is initialized using the result of a query.
    ** The query creates a new instance of the iterator and stores it in
    ** the variable 'sales' of type 'SalesRecs'.  SQLJ translator has
    ** automatically declared the iterator so that it has methods for
    ** accessing the rows and columns of the result set.
    */

    SalesRecs sales;

    #sql sales = { SELECT item_number,item_name,sales_date,cost,
          sales_rep_number,sales_rep_name FROM sales };

    /* Print the result using the iterator.
    **
    ** Note how the next row is accessed using method 'next()', and how
    ** the columns can be accessed with methods that are named after the
    ** actual database column names.
    */

    while( sales.next() )
    {
      System.out.println( "ITEM ID: " + sales.item_number() );
      System.out.println( "ITEM NAME: " + sales.item_name() );
      System.out.println( "COST: " + sales.cost() );
      System.out.println( "SALES DATE: " + sales.sales_date() );
      System.out.println( "SALES REP ID: " + sales.sales_rep_number() );
      System.out.println( "SALES REP NAME: " + sales.sales_rep_name() );
      System.out.println();
    }

    /* Close the iterator.
    **
    ** Iterators should be closed when you no longer need them.
    */
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    sales.close() ;
  }

}

位置指定イテレータ位置指定イテレータ位置指定イテレータ位置指定イテレータ : PosIterDemo.sqlj
次は、位置指定イテレータを使用した例です。

位置指定イテレータ（および名前指定イテレータ）の詳細は、3-29ページの「複数行の問合
せ結果 : SQLJイテレータ」を参照してください。

// ---------------------- Begin of file PosIterDemo.sqlj ---------------------
//
// Invoke the SQLJ translator as follows:
//      sqlj PosIterDemo.sqlj
// Then run the program using
//      java PosIterDemo

import java.sql.* ;                   // JDBC classes
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;    // Oracle class for connecting

/* Declare a ConnectionContext class named PosIterDemoCtx. Instances of this 
   class can be used to specify where SQL operations should execute. */
#sql context PosIterDemoCtx;

/* Declare a positional iterator class named FetchSalesIter.*/
#sql iterator FetchSalesIter (int, String, Date, double);

class PosIterDemo {

  private PosIterDemoCtx ctx = null;  // holds the database connection info

  /* The constructor sets up a database connection. */
  public PosIterDemo() {
    try 
    {  
      /* if you're using a non-Oracle JDBC Driver, add a call here to
         DriverManager.registerDriver() to register your Driver
      */

      // get a context object based on the URL, user, and password
      // specified in your connect.properties file
      ctx = new PosIterDemoCtx(Oracle.getConnection(getClass(),
                           "connect.properties"));
    } 
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    catch (Exception exception) 
    { System.err.println (
             "Error setting up database connection: " + exception);
    }
   }

  //Main method
  public static void main (String args[])
  {
    PosIterDemo posIter = new PosIterDemo();

    try 
    { 
      //Run the example
      posIter.runExample() ; 

      //Close the connection
      posIter.ctx.close() ;
    } 
    catch (SQLException exception)
    { System.err.println (
      "Error running the example: " + exception ) ;
    }

    try { Oracle.close(); } catch (SQLException e) { }
  } //End of method main

  //Method that runs the example
  void runExample() throws SQLException
  {

    /* Reset the database for the demo application.    */
    #sql [ctx] { DELETE FROM SALES 
                   -- Deleting sales rows

               };

    insertSalesRecord
    ( 250, "widget1", new Date(97, 9, 9), 12.00, 
      new Integer(218), "John Doe"
    ) ;
    
    insertSalesRecord
    ( 267, "thing1", new Date(97, 9, 10), 700.00, 
      new Integer(218), "John Doe"
    ) ;
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    insertSalesRecord
    ( 270, "widget2", new Date(97, 9, 10), 13.00, 
      null, "Jane Doe" // Note: Java null is same as SQL null
    ) ;
    
    System.out.println("Sales records before delete") ;
    printRecords(fetchSales()) ;

    // Now delete some sales records
    Date delete_date;
    #sql [ctx] { SELECT MAX(sales_date) INTO :delete_date
                 FROM SALES };

    #sql [ctx] { DELETE FROM SALES WHERE sales_date = :delete_date };

    System.out.println("Sales records after delete") ;
    printRecords(fetchSales()) ;
   
  } //End of method runExample

  //Method to select all records from SALES through a positional iterator
  FetchSalesIter fetchSales() throws SQLException {
    FetchSalesIter f;

    #sql [ctx]  f = { SELECT item_number, item_name, sales_date, cost
                      FROM sales };
    return f;
  }

  //Method to print rows using a FetchSalesIter
  void printRecords(FetchSalesIter salesIter) throws SQLException
  {
    int item_number = 0; 
    String item_name = null;
    Date sales_date = null;
    double cost = 0.0;

    while (true) 
    {
      #sql { FETCH :salesIter 
             INTO :item_number, :item_name, :sales_date, :cost 
           };
      if (salesIter.endFetch()) break;

      System.out.println("ITEM NUMBER: " + item_number) ;
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      System.out.println("ITEM NAME: " + item_name) ;
      System.out.println("SALES DATE: " + sales_date) ;
      System.out.println("COST: " + cost) ;
      System.out.println() ;
    }
    
    //Close the iterator since we are done with it.
    salesIter.close() ;

  } //End of method runExample

  //Method to insert one row into the database
  void insertSalesRecord(
    int item_number,
    String item_name,
    Date sales_date,
    double cost,
    Integer sales_rep_number,
    String sales_rep_name)

  throws SQLException
  {
    #sql [ctx] {INSERT INTO SALES VALUES 
                (:item_number, :item_name, :sales_date, :cost,
                 :sales_rep_number, :sales_rep_name
                )
    } ;
  } //End of method insertSalesRecord

} //End of class PosIterDemo

//End of file PosIterDemo.sqlj

ホスト式ホスト式ホスト式ホスト式 : ExprDemo.sqlj
次は、ホスト式を使用した例です。

ホスト式の詳細は、3-13ページの「Javaホスト式、コンテキスト式および結果式」を参照し
てください。

import java.sql.Date;
import java.sql.SQLException;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;
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class ExprDemo
{

  public static void main( String[] arg )
  {
    try
    {
      new ExprDemo().runExample();
    }
    catch( SQLException e )
    {
      System.err.println( "Error running the example: " + e );
    }

    try
    {
      Oracle.close();
    } 
    catch( SQLException e ) { }
  }

  ExprDemo() throws SQLException
  {
    /* if you're using a non-Oracle JDBC Driver, add a call here to
       DriverManager.registerDriver() to register your Driver
    */

    // set the default connection to the URL, user, and password
    // specified in your connect.properties file
    Oracle.connect(getClass(), "connect.properties");
  }

  int[] array;
  int indx;

  Integer integer;

  class Demo
  {
    int field = 0;
  }

  Demo obj = new Demo();
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  int total;

  void printArray()
  {
    System.out.print( "array[0.." + (array.length-1) + "] = { " );

    int i;

    for( i=0;i<array.length;++i )
    {
      System.out.print( array[i] + "," );
    }

    System.out.println( " }" );
  }

  void printIndex()
  {
    System.out.println( "indx = " + indx );
  }

  void printTotal()
  {
    System.out.println( "total = " + total );
  }

  void printField()
  {
    System.out.println( "obj.field = " + obj.field );
  }

  void printInteger()
  {
    System.out.println( "integer = " + integer );
  }

  void runExample() throws SQLException
  {
    System.out.println();
    System.out.println( "Running the example." );
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    System.out.println();

    /*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Expressions 'indx++' and 'array[indx]' are evaluated in that order.
      Because 'indx++' increments the value of 'indx' from 1 to 2, the
      result will be stored in 'array[2]':

      Suggested Experiments:

       - Try preincrement operator instead of post-increment
       - See what happens if the array index goes out of bounds as a result
         of being manipulated in a host expression

    */

    array = new int[] { 1000,1001,1002,1003,1004,1005 };
    indx = 1;

    #sql { SELECT :(indx++) INTO :(array[indx]) FROM DUAL };

    printArray();

    System.out.println();

    /*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Expressions 'array[indx]' and 'indx++' are evaluated in that order.
      The array reference is evaluated before the index is incremented,
      and hence the result will be stored in 'array[1]' (compare with the
      previous example):

    */

    array = new int[] { 1000,1001,1002,1003,1004,1005 };
    indx = 1;

    #sql { SET :(array[indx]) = :(indx++) };

    printArray();

    System.out.println();

    /*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Expressions 'x.field' and 'y.field' both refer to the same variable,
      'obj.field'.  If an attempt is made to assign more than one results
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      in what is only one storage location, then only the last assignment
      will remain in effect (so in this example 'obj.field' will contain 2
      after the execution of the SQL statement):

    */

    Demo x = obj;
    Demo y = obj;

    #sql { SELECT :(1), :(2) INTO :(x.field), :(y.field) FROM DUAL };

    printField();

    System.out.println();

    /*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      All expressions are evaluated before any are assigned.  In this
      example the 'indx' that appears in the second assignment will be
      evaluated before any of the assignments take place.  In particular,
      when 'indx' is being used to assign to 'total', its value has not
      yet been assigned to be 100.

      The following warning may be generated, depending on the settings
      of the SQLJ translator:

        Warning: Repeated host item indx in positions 1 and 3 in SQL
        block. Behavior is vendor-defined and non portable.

    */

    indx = 1;
    total = 0;

    #sql
    {
      BEGIN
        :OUT indx := 100;
        :OUT total := :IN (indx);
      END;
    };

    printIndex();
    printTotal();

    System.out.println();
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    /*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Expression 'indx++' in the following example is evaluated exactly
      once, despite appearing inside a SQL loop construct.  Its old value
      before increment is used repeatedly inside the loop, and its value
      is incremented only once, to 2.

    */

    indx = 1;
    total = 0;

    #sql
    {
      DECLARE
        n NUMBER;
        s NUMBER;
      BEGIN
        n := 0;
        s := 0;
        WHILE n < 100 LOOP
          n := n + 1;
          s := s + :IN (indx++);
        END LOOP;
        :OUT total := s;
      END;
    };

    printIndex();
    printTotal();

    System.out.println();

    /*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      In the next example there are two assignments to the same variable,
      each inside a different branch of an SQL 'if..then..else..end if'
      construct, so that only one of those will be actually executed at
      run-time.  However, assignments to OUT variable are always carried
      out, regardless of whether the SQL code that manipulates the return
      value has been executed or not.

      In the following example, only the first assignment is executed by
      the SQL; the second assignment is not executed.  When the control
      returns to Java from the SQL statement, the Java variable 'integer'
      is assigned twice: first with the value '1' it receives from the
      first SQL assignment, then with a 'null' value it receives from the
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      second assignment that is never executed.  Because the assignments
      occur in this order, the final value of 'integer' after executing
      this SQL statement is undefined.

      The following warning may be generated, depending on the settings
      of the SQLJ translator:

        Warning: Repeated host item indx in positions 1 and 3 in SQL
        block. Behavior is vendor-defined and non portable.
      
      Suggested experiments:

       - Use a different OUT-variable in the 'else'-branch
       - Vary the condition so that the 'else'-branch gets executed

    */

    integer = new Integer(0);

    #sql
    {
      BEGIN
        IF 1 > 0 THEN
          :OUT integer := 1;
        ELSE
          :OUT integer := 2;
        END IF;
      END;
    };

    printInteger();

    System.out.println();

    /*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    */

  }
}
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オブジェクト、コレクションおよびオブジェクト、コレクションおよびオブジェクト、コレクションおよびオブジェクト、コレクションおよび CustomDatumのサンプルのサンプルのサンプルのサンプル
ここでは、oracle.sql.CustomDatum実装によるユーザー定義のオブジェクトおよびコ
レクションのサポートと CustomDatumインタフェースの一般的な使用方法について、いく
つか例を挙げて説明します。 （詳細は、6-5ページの「カスタム Javaクラス」を参照してく
ださい。）具体的には、次のサンプルを取り上げます。

� オブジェクト型およびコレクション型の定義

� Oracleオブジェクト : ObjectDemo.sqlj

� OracleのNESTED TABLE: NestedDemo1.sqljおよびNestedDemo2.sqlj

� Oracle VARRAY: VarrayDemo1.sqljおよび VarrayDemo2.sqlj

� CustomDatumの一般的な使用方法 : BetterDate.java

オブジェクトおよびコレクションのサンプルは、次のディレクトリにあります。

[Oracle Home]/sqlj/demo/Objects

オブジェクトとコレクションの詳細は、第 6章「オブジェクトとコレクション」を参照して
ください。

java.sql.SQLData実装によるオブジェクトのサポートに関する例は、『Oracle8i 
JPublisher ユーザーズ・ガイド』および『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。

オブジェクト型およびコレクション型の定義オブジェクト型およびコレクション型の定義オブジェクト型およびコレクション型の定義オブジェクト型およびコレクション型の定義
次の SQLスクリプトには、Oracleオブジェクト型、Oracleコレクション型（NESTED 
TABLE型と VARRAY型の両方）および表が定義してあります。これらの型は、オブジェク
ト型、NESTED TABLE型および VARRAY型のサンプル・アプリケーション中に使用され
ています。たとえば、次の型が定義されています。

� オブジェクトのデモに使用されるオブジェクト型（PERSONおよび ADDRESS）

� NESTED TABLEのデモに使用するオブジェクト型（MODULE_Tおよび PARTICIPANT_
T）

� NESTED TABLE型（MODULETBL_T）

� VARRAY型（PHONE_ARRAY）

/*** Using UDTs in SQLJ ***/
SET ECHO ON;
/**
Consider two types, person and address, and a typed table for 
person objects, that are created in the database using the following 
SQL script.
**/
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/*** Clean up ***/
DROP TABLE EMPLOYEES
/
DROP TABLE PERSONS
/
DROP TABLE projects
/
DROP TABLE participants
/
DROP TYPE PHONE_ARRAY FORCE
/
DROP TYPE PHONE_TAB FORCE
/
DROP TYPE PERSON FORCE
/
DROP TYPE ADDRESS FORCE
/
DROP TYPE moduletbl_t FORCE
/
DROP TYPE module_t FORCE
/
DROP TYPE participant_t FORCE
/

/*** Create an address ADT ***/
CREATE TYPE address AS OBJECT
( 
  street        VARCHAR(60),
  city          VARCHAR(30),
  state         CHAR(2),
  zip_code      CHAR(5)
)
/
show errors 

/*** Create a person ADT containing an embedded Address ADT ***/
CREATE TYPE person AS OBJECT
( 
  name    VARCHAR(30),
  ssn     NUMBER,
  addr    address
)
/
show errors 

/*** Create a typed table for person objects ***/
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CREATE TABLE persons OF person
/
show errors 
CREATE TYPE PHONE_ARRAY IS VARRAY (10) OF varchar2(30)
/
show errors 
CREATE TYPE participant_t AS OBJECT (
  empno   NUMBER(4),
  ename   VARCHAR2(20),
  job     VARCHAR2(12),
  mgr     NUMBER(4),
  hiredate DATE,
  sal      NUMBER(7,2),
  deptno   NUMBER(2)) 
/
show errors 
CREATE TYPE module_t  AS OBJECT (
  module_id  NUMBER(4),
  module_name VARCHAR2(20), 
  module_owner REF participant_t , 
  module_start_date DATE, 
  module_duration NUMBER )
/
show errors 
create TYPE moduletbl_t AS TABLE OF module_t;
/
show errors 

/*** Create a relational table with two columns that are REFs 
     to person objects, as well as a column which is an Address ADT. ***/

CREATE TABLE  employees
( empnumber            INTEGER PRIMARY KEY,
  person_data     REF  person,
  manager         REF  person,
  office_addr          address,
  salary               NUMBER,
  phone_nums           phone_array
)
/
CREATE TABLE projects (
  id NUMBER(4),
  name VARCHAR(30),
  owner REF participant_t,
  start_date DATE,
  duration NUMBER(3),
  modules  moduletbl_t  ) NESTED TABLE modules STORE AS modules_tab ;
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CREATE TABLE participants  OF participant_t ;

/*** Now let's put in some sample data
     Insert 2 objects into the persons typed table ***/

INSERT INTO persons VALUES (
            person('Wolfgang Amadeus Mozart', 123456,
            address('Am Berg 100', 'Salzburg', 'AU','10424')))
/
INSERT INTO persons VALUES (
            person('Ludwig van Beethoven', 234567,
            address('Rheinallee', 'Bonn', 'DE', '69234')))
/

/** Put a row in the employees table **/

INSERT INTO employees (empnumber, office_addr, salary, phone_nums) VALUES 
            (1001,
             address('500 Oracle Parkway', 'Redwood City', 'CA', '94065'),
             50000,
             phone_array('(408) 555-1212', '(650) 555-9999'));
/

/** Set the manager and person REFs for the employee **/

UPDATE employees 
  SET manager =  
    (SELECT REF(p) FROM persons p WHERE p.name = 'Wolfgang Amadeus Mozart')
/

UPDATE employees 
  SET person_data =  
    (SELECT REF(p) FROM persons p WHERE p.name = 'Ludwig van Beethoven')
/

/* now we insert data into the PARTICIPANTS and PROJECTS tables */
INSERT INTO participants VALUES (
participant_T(7369,'ALAN 

SMITH','ANALYST',7902,to_date('17-12-1980','dd-mm-yyyy'),800,20)) ;
INSERT INTO participants VALUES (
participant_t(7499,'ALLEN 

TOWNSEND','ANALYST',7698,to_date('20-2-1981','dd-mm-yyyy'),1600,30));
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INSERT INTO participants VALUES (
participant_t(7521,'DAVID 

WARD','MANAGER',7698,to_date('22-2-1981','dd-mm-yyyy'),1250,30));
INSERT INTO participants VALUES (
participant_t(7566,'MATHEW 

JONES','MANAGER',7839,to_date('2-4-1981','dd-mm-yyyy'),2975,20));
INSERT INTO participants VALUES (
participant_t(7654,'JOE 

MARTIN','MANAGER',7698,to_date('28-9-1981','dd-mm-yyyy'),1250,30));
INSERT INTO participants VALUES (
participant_t(7698,'PAUL 

JONES','Director',7839,to_date('1-5-1981','dd-mm-yyyy'),2850,30));
INSERT INTO participants VALUES (
participant_t(7782,'WILLIAM 

CLARK','MANAGER',7839,to_date('9-6-1981','dd-mm-yyyy'),2450,10));
INSERT INTO participants VALUES (
participant_t(7788,'SCOTT 

MANDELSON','ANALYST',7566,to_date('13-JUL-87','dd-mm-yy')-85,3000,20));
INSERT INTO participants VALUES (
participant_t(7839,'TOM 

KING','PRESIDENT',NULL,to_date('17-11-1981','dd-mm-yyyy'),5000,10));
INSERT INTO participants VALUES (
participant_t(7844,'MARY TURNER','SR 

MANAGER',7698,to_date('8-9-1981','dd-mm-yyyy'),1500,30));
INSERT INTO participants VALUES (
participant_t(7876,'JULIE ADAMS','SR ANALYST',7788,to_date('13-JUL-87', 

'dd-mm-yy')-51,1100,20));
INSERT INTO participants VALUES (
participant_t(7900,'PAMELA JAMES','SR 
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ANALYST',7698,to_date('3-12-1981','dd-mm-yyyy'),950,30));
INSERT INTO participants VALUES (
participant_t(7902,'ANDY 

FORD','ANALYST',7566,to_date('3-12-1981','dd-mm-yyyy'),3000,20));
INSERT INTO participants VALUES (
participant_t(7934,'CHRIS MILLER','SR 

ANALYST',7782,to_date('23-1-1982','dd-mm-yyyy'),1300,10));

INSERT INTO projects VALUES ( 101, 'Emarald', null, '10-JAN-98',  300, 
     moduletbl_t( module_t ( 1011 , 'Market Analysis', null, '01-JAN-98', 100),
                module_t ( 1012 , 'Forecast', null, '05-FEB-98',20) ,
                module_t ( 1013 , 'Advertisement', null, '15-MAR-98', 50),
                module_t ( 1014 , 'Preview', null, '15-MAR-98',44),
                module_t ( 1015 , 'Release', null,'12-MAY-98',34) ) ) ;

update projects set owner=(select ref(p) from participants p where p.empno = 7839) 
where id=101 ;

update the ( select modules from projects a where a.id = 101 )  
set  module_owner = ( select ref(p) from participants p where p.empno = 7844) where 
module_id = 1011 ;

update the ( select modules from projects where id = 101 ) 
set  module_owner = ( select ref(p) from participants p where p.empno = 7934) where 
module_id = 1012 ;

update the ( select modules from projects where id = 101 ) 
set  module_owner = ( select ref(p) from participants p where p.empno = 7902) where 
module_id = 1013 ;

update the ( select modules from projects where id = 101 ) 
set  module_owner = ( select ref(p) from participants p where p.empno = 7876) where 
module_id = 1014 ;

update the ( select modules from projects where id = 101 ) 
set  module_owner = ( select ref(p) from participants p where p.empno = 7788) where 
module_id = 1015 ;

INSERT INTO projects VALUES ( 500, 'Diamond', null, '15-FEB-98', 555, 
       moduletbl_t ( module_t ( 5001 , 'Manufacturing', null, '01-MAR-98', 120),
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                   module_t ( 5002 , 'Production', null, '01-APR-98',100),
                   module_t ( 5003 , 'Materials', null, '01-MAY-98',200) ,
                   module_t ( 5004 , 'Marketing', null, '01-JUN-98',10) ,
                   module_t ( 5005 , 'Materials', null, '15-FEB-99',50),
                   module_t ( 5006 , 'Finance ', null, '16-FEB-99',12),
                   module_t ( 5007 , 'Budgets', null, '10-MAR-99',45))) ;

update projects set owner=(select ref(p) from participants p where p.empno = 7698) 
where id=500 ;

update the ( select modules from projects where id = 500 ) 
set  module_owner = ( select ref(p) from participants p where p.empno = 7369) where 
module_id = 5001 ;

update the ( select modules from projects where id = 500 ) 
set  module_owner = ( select ref(p) from participants p where p.empno = 7499) where 
module_id = 5002 ;

update the ( select modules from projects where id = 500 ) 
set  module_owner = ( select ref(p) from participants p where p.empno = 7521) where 
module_id = 5004 ;

update the ( select modules from projects where id = 500 ) 
set  module_owner = ( select ref(p) from participants p where p.empno = 7566) where 
module_id = 5005 ;

update the ( select modules from projects where id = 500 ) 
set  module_owner = ( select ref(p) from participants p where p.empno = 7654) where 
module_id = 5007 ;

COMMIT
/
QUIT

Oracleオブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト : ObjectDemo.sqlj
次は、ObjectDemo.sqljのソース・コードです。このコードには、12-19ページ以降の
「オブジェクト型およびコレクション型の定義」の冒頭の SQLスクリプトに定義してある内
容が使用されています。

オブジェクトの使用方法の詳細は、6-43ページの「SQLJ実行文の厳密な型指定のオブジェ
クトと参照」を参照してください。

import java.sql.SQLException;
import java.sql.DriverManager;
import java.math.BigDecimal;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;
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public class ObjectDemo
{

/* Global variables */

static String uid      = "scott";              /* user id */
static String password = "tiger";              /* password */
static String url      = "jdbc:oracle:oci8:@"; /* Oracle's OCI8 driver */

public static void main(String [] args)
{

  System.out.println("*** SQLJ OBJECT DEMO ***");

  try {

    /* if you're using a non-Oracle JDBC Driver, add a call here to
       DriverManager.registerDriver() to register your Driver
    */

    /* Connect to the database */
    Oracle.connect(ObjectDemo.class, "connect.properties");

  /* DML operations on single objects */

     selectAttributes(); /* Select Person attributes */
     updateAttributes(); /* Update Address attributes */

     selectObject();     /* Select a person object */
     insertObject();     /* Insert a new person object */
     updateObject();     /* Update an address object */

     selectRef();        /* Select Person objects via REFs */
     updateRef();        /* Update Person objects via REFs */

        #sql { rollback work };

  }
  catch (SQLException exn)
  {
     System.out.println("SQLException: "+exn);
  }
  finally
  {
    try
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    {
      #sql { rollback work };
    }
    catch (SQLException exn)
    {
      System.out.println("Unable to roll back: "+exn);
    }
  }

  System.out.println("*** END OF SQLJ OBJECT DEMO ***");
}

/**
Iterator for selecting a person's data.
*/

#sql static iterator PData (String name, String address, int ssn);

/**
Selecting individual attributes of objects 
*/
static void selectAttributes()

{
  /*
   Select individual scalar attributes of a person object 
   into host types such as int, String
   */

        String name;
        String address;
        int ssn;

        PData iter;

        System.out.println("Selecting person attributes.");
  try {
    #sql iter =
    {
    select p.name as "name", p.ssn as "ssn", 
           p.addr.street || ', ' || p.addr.city 
                         || ', ' || p.addr.state 
                         || ', ' || p.addr.zip_code as "address"
    from persons p
    where p.addr.state = 'AU' OR p.addr.state = 'CA' };
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    while (iter.next())
    {
        System.out.println("Selected person attributes:");
        System.out.println("name = "    + iter.name());
        System.out.println("ssn = "     + iter.ssn());
        System.out.println("address = " + iter.address() );
    }
  } catch (SQLException exn) {
        System.out.println("SELECT failed with "+exn);
  }
}

/**
Updating individual attributes of an object
*/

static void updateAttributes()
{

  /* 
   * Update a person object to have a new address.  This example
   * illustrates the use of constructors in SQL to create object types
   * from scalars.
   */

  String name       = "Ludwig van Beethoven";
  String new_street = "New Street";
  String new_city   = "New City";
  String new_state  = "WA";
  String new_zip    = "53241";
  
  System.out.println("Updating person attributes..");

  try { #sql {

       update persons 
       set addr = Address(:new_street, :new_city, :new_state, :new_zip)
       where name = :name };

        System.out.println("Updated address attribute of person."); 

      } catch (SQLException exn) {

        System.out.println("UPDATE failed with "+exn);
  }
}
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/**
Selecting an object 
*/

static void selectObject()
{
    /*
     * When selecting an object from a typed table like persons 
     * (as opposed to an object column in a relational table, e.g.,
     * office_addr in table employees), you have to use the VALUE
     * function with a table alias.
     */

    Person p;
    System.out.println("Selecting the Ludwig van Beethoven person object.");

    try { #sql {
            select value(p) into :p
            from persons p
            where p.addr.state = 'WA'  AND p.name = 'Ludwig van Beethoven' };

    printPersonDetails(p);

    /* 
     * Memory for the person object was automatically allocated,
     * and it will be automatically garbage collected when this
     * method returns.
     */

   } catch (SQLException exn) { 
           System.out.println("SELECT failed with "+exn);
   }
   catch (Exception exn)
   {
      System.out.println("An error occurred");
      exn.printStackTrace();
   }
}

/**
Inserting an object
*/

static void insertObject() 
{
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       String new_name   = "NEW PERSON";
       int    new_ssn    = 987654;
       String new_street = "NEW STREET";
       String new_city   = "NEW CITY";
       String new_state  = "NS";
       String new_zip    = "NZIP";

  /*
   * Insert a new person object into the persons table
   */
       try {
         #sql {
           insert into persons
           values (person(:new_name, :new_ssn,
                  address(:new_street, :new_city, :new_state, :new_zip)))
          };

          System.out.println("Inserted person object NEW PERSON."); 

   } catch (SQLException exn) { System.out.println("INSERT failed with "+exn); }
}

/**
Updating an object 
*/

static void updateObject() 
{

       Address addr;
       Address new_addr;
       int empno = 1001;

try {
  #sql {
           select office_addr
           into :addr
           from employees
           where empnumber = :empno };
  System.out.println("Current office address of employee 1001:");

  printAddressDetails(addr);

     /* Now update the street of address */

        String street ="100 Oracle Parkway";
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        addr.setStreet(street);

     /* Put updated object back into the database */

   try
   {
      #sql {
         update employees
         set office_addr = :addr
         where empnumber = :empno };
     
     System.out.println
            ("Updated employee 1001 to new address at Oracle Parkway.");

      /* Select new address to verify update */
      
      try
      {
       #sql {
            select office_addr
            into :new_addr
            from employees
            where empnumber = :empno };
      
        System.out.println("New office address of employee 1001:");
        printAddressDetails(new_addr);

      } catch (SQLException exn) {
          System.out.println("Verification SELECT failed with "+exn);
      }
      
   } catch (SQLException exn) {
       System.out.println("UPDATE failed with "+exn); 
   }

} catch (SQLException exn) {
    System.out.println("SELECT failed with "+exn);
}

  /* No need to free anything explicitly. */

}

/**
Selecting an object via a REF
*/
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static void selectRef()
{ 

  String name = "Ludwig van Beethoven";
  Person mgr;

  System.out.println("Selecting manager of "+name+" via a REF.");

  try { 
     #sql {
      select deref(manager)
      into :mgr
        from employees e
          where e.person_data.name = :name
      } ;

     System.out.println("Current manager of "+name+":");
     printPersonDetails(mgr);

  } catch (SQLException exn) {
     System.out.println("SELECT REF failed with "+exn); }
}

/**
Updating a REF to an object
*/

static void updateRef()
{

  int empno = 1001;
  String new_manager = "NEW PERSON";

  System.out.println("Updating manager REF.");
  try {
     #sql {
       update employees
        set manager = (select ref(p) from persons p where p.name = :new_manager)
       where empnumber = :empno };

     System.out.println("Updated manager of employee 1001. Selecting back");

   } catch (SQLException exn) {
       System.out.println("UPDATE REF failed with "+exn);
   }
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  /* Select manager back to verify the update */
  Person manager;

  try { 
     #sql {
      select deref(manager)
      into :manager
        from employees e
          where empnumber = :empno
      } ;

     System.out.println("Current manager of "+empno+":");
     printPersonDetails(manager);

  } catch (SQLException exn) {
     System.out.println("SELECT REF failed with "+exn); }

}

/**
Utility functions
*/

/**** Print the attributes of a person object ****/

static void printPersonDetails(Person p) throws SQLException
{
   if (p == null) {
      System.out.println("NULL Person");
      return;

   }

   System.out.print("Person ");
   System.out.print( (p.getName()==null) ? "NULL name" : p.getName() );
   System.out.print
        ( ", SSN=" + ((p.getSsn()==null) ? "-1" : p.getSsn().toString()) );
   System.out.println(":");
   printAddressDetails(p.getAddr());
}

/**** Print the attributes of an address object ****/

static void printAddressDetails(Address a) throws SQLException
{
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  if (a == null)  {
    System.out.println("No Address available.");
    return;
   }

   String street = ((a.getStreet()==null) ? "NULL street" : a.getStreet()) ;
   String city = (a.getCity()==null) ? "NULL city" : a.getCity();
   String state = (a.getState()==null) ? "NULL state" : a.getState();
   String zip_code = (a.getZipCode()==null) ? "NULL zip" : a.getZipCode();

   System.out.println("Street: '" + street + "'");
   System.out.println("City:   '" + city   + "'");
   System.out.println("State:  '" + state  + "'");
   System.out.println("Zip:    '" + zip_code + "'" );
}

/**** Populate a person object with data ****/

static Person createPersonData(int i) throws SQLException
{
     Person p = new Person();

   /* create and load the dummy data into the person */
   p.setName("Person " + i);
   p.setSsn(new BigDecimal(100000 + 10 * i));

   Address a = new Address();
   p.setAddr(a);
   a.setStreet("Street " + i);
   a.setCity("City " + i);
   a.setState("S" + i);
   a.setZipCode("Zip"+i);

  /* Illustrate NULL values for objects and individual attributes */

  if (i == 2)
    {
      /* Pick this person to have a NULL ssn and a NULL address */
      p.setSsn(null); 
      p.setAddr(null);
    }
  return p;
}

}
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Oracleのののの NESTED TABLE: NestedDemo1.sqljおよびおよびおよびおよび NestedDemo2.sqlj
次は、NestedDemo1.sqljおよび NestedDemo2.sqljのソース・コードです。 これらの
コードには、12-19ページの「オブジェクト型およびコレクション型の定義」の SQLスクリ
プトで定義された内容が使用されています。

NESTED TABLEの使用方法の詳細は、6-49ページの「SQLJ実行文の厳密な型指定のコレク
ション」を参照してください。

NestedDemo1.sqlj
// --------------Begin of NestedDemo1.sqlj -------------------------

// Import Useful classes 

import sqlj.runtime.*;
import sqlj.runtime.ref.*;
import java.sql.*;
import oracle.sql.* ;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;

public class NestedDemo1
{
 //  The Nested Table is accessed using the ModuleIter 
 //  The ModuleIter is defined as Named Iterator 

  #sql public static iterator ModuleIter(int moduleId , 
                                         String moduleName , 
                                         String moduleOwner);

 // Get the Project Details using the ProjIter defined as 
 // Named Iterator. Notice the use of ModuleIter below:

  #sql public static iterator ProjIter(int id, 
                                       String name, 
                                       String owner, 
                                       Date start_date, 
                                       ModuleIter modules);

   public static void main(String[] args) 
   {
     try {
       /* if you're using a non-Oracle JDBC Driver, add a call here to
          DriverManager.registerDriver() to register your Driver
       */

       /* Connect to the database */
       Oracle.connect(NestedDemo1.class, "connect.properties");
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       listAllProjects();  // uses named iterator
     } catch (Exception e) { 
          System.err.println( "Error running ProjDemo: " + e );
     }
   }
   
   
   public static void listAllProjects() throws SQLException
   {
     System.out.println("Listing projects...");

     // Instantiate and initilaise the iterators 

     ProjIter projs = null;
     ModuleIter  mods = null;
     #sql projs = {SELECT a.id, 
                          a.name, 
                          initcap(a.owner.ename) as "owner", 
                          a.start_date,
                          CURSOR (
                          SELECT b.module_id AS "moduleId",
                                 b.module_name AS "moduleName",
                                 initcap(b.module_owner.ename) AS "moduleOwner"
                           FROM TABLE(a.modules) b) AS "modules"  
                    FROM projects a };
   
     // Display Project Details 
   
     while (projs.next()) {
       System.out.println();
       System.out.println( "'" + projs.name() + "' Project Id:" 
                + projs.id() + " is owned by " +"'"+ projs.owner() +"'"
                + " start on "  
                + projs.start_date());
              
    // Notice below the modules from the Projiter are assigned to the module
    // iterator variable 

       mods = projs.modules() ;

       System.out.println ("Modules in this Project are : ") ;

    // Display Module details 

       while(mods.next()) { 
         System.out.println ("  "+ mods.moduleId() + " '"+ 
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                              mods.moduleName() + "' owner is '" +
                              mods.moduleOwner()+"'" ) ;
       }                    // end of modules 
       mods.close();
     }                      // end of projects 
     projs.close();
   }
}

NestedDemo2.sqlj
// --------------Begin of NestedDemo2.sqlj -------------------------
// Demonstrate DML on Nested Tables in SQLJ 
// Import Useful classes 

import sqlj.runtime.*;
import sqlj.runtime.ref.*;
import java.sql.*;
import oracle.sql.*;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;

public class NestedDemo2
{
   #sql public static iterator ModIter(int, String, String) ;

   static ModuletblT mymodules=null;

   public static void main(String[] args) 
   {
     try { 
       /* if you're using a non-Oracle JDBC Driver, add a call here to
          DriverManager.registerDriver() to register your Driver
       */

       /* get connect to the database */
       Oracle.connect(NestedDemo2.class, "connect.properties");
       
       cleanupPreviousRuns();
       /* 
       // insert new project into Projects table 
       // get the owner details from 'participant'
       */

       String ProjName ="My project";
       int projid = 123;
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       String Owner = "MARY TURNER";
       insertProject(projid, ProjName, Owner); // insert new project

       /* 
       // Insert another Project 
       // Both project details and Nested table details are inserted 
       */ 
       projid = 600;
       insertProject2(projid);        

       /* Insert a new module for the above project  */ 
       insertModules(projid); 

       /* Update the nested table row */
       projid=600;
       String moduleName = "Module 1";
       String setownerto = "JULIE ADAMS";
       assignModule(projid, moduleName, setownerto); 

      /* delete all the modules for the given project  
      // which are unassigned 
      */ 
        
       projid=600;
       deleteUnownedModules(projid);
 
      /* Display Modules  for 500 project */

       getModules(500) ;

       // Example to use nested table as host variable using a
       // JPub-generated SQL 'Array' type

       getModules2(600);

     } catch (Exception e) { 
          System.err.println( "Error running ProjDemo: " + e );
     }
   }
   
  /* insertProject 
  // inserts  into projects table 
  */

  public static void insertProject(int id, String projectName, String ownerName)
                               throws SQLException 
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  {
    System.out.println("Inserting Project '" + id + " "+projectName +
         "'  owner is '" + ownerName + "'");

    try {
      #sql { INSERT INTO Projects(id, name,owner,start_date,duration) 
             SELECT :id, :projectName, ref(p), '12-JAN-97', 30 
             FROM participants p WHERE ename = :ownerName };

    } catch ( Exception e) {
      System.out.println("Error:insertProject");
      e.printStackTrace();
    }
  }

  /* insert Project 2
  // Insert Nested table details along with master details 
  */

  public static void insertProject2(int id)  throws Exception 
  {
    System.out.println("Inserting Project with Nested Table details..");
    try {
      #sql { INSERT INTO Projects(id,name,owner,start_date,duration, modules) 
             VALUES ( 600, 'Ruby', null, '10-MAY-98',  300, 
            moduletbl_t(module_t(6001, 'Setup ', null, '01-JAN-98', 100),
                        module_t(6002, 'BenchMark', null, '05-FEB-98',20) ,
                        module_t(6003, 'Purchase', null, '15-MAR-98', 50),
                        module_t(6004, 'Install', null, '15-MAR-98',44),
                        module_t(6005, 'Launch', null,'12-MAY-98',34))) };
    } catch ( Exception e) {
      System.out.println("Error:insertProject2");
      e.printStackTrace();
    }

    // Assign project owner to this project 

    try {
      #sql { UPDATE Projects pr
          SET owner=(SELECT ref(pa) FROM participants pa WHERE pa.empno = 7698)
             WHERE pr.id=600 };
    } catch ( Exception e) {
      System.out.println("Error:insertProject2:update");
      e.printStackTrace();
    }
  }
サンプル・アプリケーション  12-39



オブジェクト、コレクションおよび CustomDatumのサンプル
  /* insertModules 
  // Illustrates accessing the nested table using the TABLE construct 
  */
  public static void insertModules(int projId)  throws Exception 
  {
    System.out.println("Inserting Module 6009 for Project " + projId); 
    try {
      #sql { INSERT INTO TABLE(SELECT modules FROM projects  
                             WHERE id = :projId) 
             VALUES (6009,'Module 1', null, '12-JAN-97', 10)};

    } catch(Exception e) {
      System.out.println("Error:insertModules");
      e.printStackTrace();
    }
  }

  /* assignModule 
  // Illustrates accessing the nested table using the TABLE construct 
  // and updating the nested table row 
  */
  public static void assignModule
                     (int projId, String moduleName, String modOwner)
                     throws Exception 
  {
    System.out.println("Update:Assign '"+moduleName+"' to '"+ modOwner+"'");

    try {
      #sql {UPDATE TABLE(SELECT modules FROM projects WHERE id=:projId) m
             SET m.module_owner=(SELECT ref(p) 
             FROM participants p WHERE p.ename= :modOwner) 
             WHERE m.module_name = :moduleName };
    } catch(Exception e) {
      System.out.println("Error:insertModules");
      e.printStackTrace();
    }
  }

  /* deleteUnownedModules 
  // Demonstrates deletion of the Nested table element 
  */

  public static void deleteUnownedModules(int projId)
  throws Exception 
  {
    System.out.println("Deleting Unowned Modules for Project " + projId);
    try {
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      #sql { DELETE TABLE(SELECT modules FROM projects WHERE id=:projId) m
             WHERE m.module_owner IS NULL };
    } catch(Exception e) {
      System.out.println("Error:deleteUnownedModules");
      e.printStackTrace();
    }
  }

  public static void getModules(int projId)
  throws Exception 
  {
    System.out.println("Display modules for project " + projId ) ;

    try {
      ModIter  miter1 ;
      #sql miter1={SELECT m.module_id, m.module_name, m.module_owner.ename 
                   FROM TABLE(SELECT modules 
                        FROM projects WHERE id=:projId) m };
        int mid=0;
        String mname =null;
        String mowner =null;
      while (true) 
      {
        #sql { FETCH :miter1 INTO :mid, :mname, :mowner } ;
        if (miter1.endFetch()) break;
        System.out.println ( mid + " " + mname + " "+mowner) ;
      }
    } catch(Exception e) {
      System.out.println("Error:getModules");
      e.printStackTrace();
    }
  }

  public static void getModules2(int projId)
  throws Exception 
  {
    System.out.println("Display modules for project " + projId ) ;

    try {
      #sql {SELECT modules INTO :mymodules 
                            FROM projects  WHERE id=:projId };
      showArray(mymodules) ;
    } catch(Exception e) {
      System.out.println("Error:getModules2");
      e.printStackTrace();
    }
  }
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  public static void showArray(ModuletblT a) 
  {
    try {
      if ( a == null )
        System.out.println( "The array is null" );
      else {
        System.out.println( "printing ModuleTable array object of size "
                            +a.length());
        ModuleT[] modules = a.getArray();

        for (int i=0;i<modules.length; i++) {
          ModuleT module = modules[i];
          System.out.println("module "+module.getModuleId()+
                ", "+module.getModuleName()+
                ", "+module.getModuleStartDate()+
                ", "+module.getModuleDuration());
        }
      }
    }
    catch( Exception e ) {
      System.out.println("Show Array") ;
      e.printStackTrace();
    }
  }
  /* clean up database from any previous runs of this program */
  private static void cleanupPreviousRuns()
  {
    try {
      #sql {delete from projects where id in (123, 600)};
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Exception at cleanup time!") ;
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
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Oracle VARRAY: VarrayDemo1.sqljおよびおよびおよびおよび VarrayDemo2.sqlj
次は、VarrayDemo1.sqljおよび VarrayDemo2.sqljのサンプル・コードです。 これら
のコード例には、12-19ページの「オブジェクト型およびコレクション型の定義」の SQLス
クリプトの定義が使用されています。

VARRAYの使用方法の詳細は、6-49ページの「SQLJ実行文の厳密な型指定のコレクショ
ン」を参照してください。

VarrayDemo1.sqlj
import java.sql.SQLException;
import java.sql.DriverManager;
import java.math.BigDecimal;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;

public class VarrayDemo1
{

/* Global variables */

static String uid      = "scott";             /* user id */
static String password = "tiger";             /* password */
static String url      = "jdbc:oracle:oci8:@"; /* Oracle's OCI8 driver */

public static void main(String [] args) throws SQLException
{

  System.out.println("*** SQLJ VARRAY DEMO #1 ***");

  try {

    /* if you're using a non-Oracle JDBC Driver, add a call here to
       DriverManager.registerDriver() to register your Driver
    */

    /* Connect to the database */
    Oracle.connect(VarrayDemo1.class, "connect.properties");
      
    /* create a new VARRAY object and insert it into the DBMS */
    insertVarray();

    /* get the VARRAY object and print it */
    selectVarray();

  }
  catch (SQLException exn)
  {
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     System.out.println("SQLException: "+exn);
  }
  finally
  {
    try
    {
      #sql { rollback work };
    }
    catch (SQLException exn)
    {
      System.out.println("Unable to roll back: "+exn);
    }
  }

  System.out.println("*** END OF SQLJ VARRAY DEMO #1 ***");
}

private static void selectVarray() throws SQLException
{
  PhoneArray ph;
  #sql {select phone_nums into :ph from employees where empnumber=2001};
  System.out.println(
    "there are "+ph.length()+" phone numbers in the PhoneArray.  They are:");

  String [] pharr = ph.getArray();
  for (int i=0;i<pharr.length;++i) 
    System.out.println(pharr[i]);

}

// creates a varray object of PhoneArray and inserts it into a new row
private static void insertVarray() throws SQLException
{
  PhoneArray phForInsert = consUpPhoneArray();

  // clean up from previous demo runs
  #sql {delete from employees where empnumber=2001};

  // insert the PhoneArray object
  #sql {insert into employees (empnumber, phone_nums)
        values(2001, :phForInsert)};
  
}

private static PhoneArray consUpPhoneArray()
{
  String [] strarr = new String[3];
12-44  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス



オブジェクト、コレクションおよび CustomDatumのサンプル
  strarr[0] = "(510) 555.1111";
  strarr[1] = "(617) 555.2222";
  strarr[2] = "(650) 555.3333";
  return new PhoneArray(strarr);
}
}

VarrayDemo2.sqlj
import java.sql.SQLException;
import java.sql.DriverManager;
import java.math.BigDecimal;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;

#sql iterator StringIter (String s);
#sql iterator intIter(int value);

public class VarrayDemo2
{

/* Global variables */

static String uid      = "scott";              /* user id */
static String password = "tiger";              /* password */
static String url      = "jdbc:oracle:oci8:@"; /* Oracle's OCI8 driver */

public static void main(String [] args) throws SQLException
{
  System.out.println("*** SQLJ VARRAY  DEMO #2 ***");

  try {

    StringIter si = null;

    /* if you're using a non-Oracle JDBC Driver, add a call here to
       DriverManager.registerDriver() to register your Driver
    */

    /* Connect to the database */
    Oracle.connect(VarrayDemo2.class, "connect.properties");
      
    #sql si = {select column_value s from
               table(select phone_nums from employees where empnumber=1001)};

    while(si.next())
      System.out.println(si.s());
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  }
  catch (SQLException exn)
  {
     System.out.println("SQLException: "+exn);
  }
  finally
  {
    try
    {
      #sql { rollback work };
    }
    catch (SQLException exn)
    {
      System.out.println("Unable to roll back: "+exn);
    }
  }

  System.out.println("*** END OF SQLJ VARRAY DEMO #2 ***");
}
}

CustomDatumの一般的な使用方法の一般的な使用方法の一般的な使用方法の一般的な使用方法 : BetterDate.java
ここでは、CustomDatumインタフェースを実装したクラスを使用して、Javaの日付をカス
タマイズする方法を示します。 

import java.util.Date;
import oracle.sql.CustomDatum;
import oracle.sql.DATE;
import oracle.sql.CustomDatumFactory;
import oracle.jdbc.driver.OracleTypes;

// a Date class customized for user's preferences:
//      - months are numbers 1..12, not 0..11
//      - years are referred to via four-digit numbers, not two.

public class BetterDate extends java.util.Date
             implements CustomDatum, CustomDatumFactory {
  public static final int _SQL_TYPECODE = OracleTypes.DATE;
  
  String[]monthNames={"JAN", "FEB", "MAR", "APR", "MAY", "JUN",
                      "JUL", "AUG", "SEP", "OCT", "NOV", "DEC"};

注意注意注意注意 : このコード例は main()メソッドが含まれていないので、完全な
アプリケーションとしては機能しません。
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  String[]toDigit={"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"};

  static final BetterDate _BetterDateFactory = new BetterDate();

  public static CustomDatumFactory getFactory() { return _BetterDateFactory;}

  // the current time...
  public BetterDate() {
    super();
  }

  public oracle.sql.Datum toDatum(oracle.jdbc.driver.OracleConnection conn) {
    return new DATE(toSQLDate());
  }

  public oracle.sql.CustomDatum create(oracle.sql.Datum dat, int intx) {
    if (dat==null) return null;
    DATE DAT = ((DATE)dat);
    java.sql.Date jsd = DAT.dateValue();
    return new BetterDate(jsd);
  }
   
  public java.sql.Date toSQLDate() {
    java.sql.Date retval;
    retval = new java.sql.Date(this.getYear()-1900, this.getMonth()-1,
             this.getDate());
    return retval;
  }
  public BetterDate(java.sql.Date d) {
    this(d.getYear()+1900, d.getMonth()+1, d.getDate());
  }
  private static int [] deconstructString(String s) {
    int [] retval = new int[3];
    int y,m,d; char temp; int offset;
    StringBuffer sb = new StringBuffer(s);
    temp=sb.charAt(1);
    // figure the day of month
    if (temp < '0' || temp > '9') {
      m = sb.charAt(0)-'0';
      offset=2;
    } else {
      m = (sb.charAt(0)-'0')*10 + (temp-'0');
      offset=3;
    }

    // figure the month
    temp = sb.charAt(offset+1);
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    if (temp < '0' || temp > '9') {
      d = sb.charAt(offset)-'0';
      offset+=2;
    } else {
      d = (sb.charAt(offset)-'0')*10 + (temp-'0');
      offset+=3;
    }

    // figure the year, which is either in the format "yy" or "yyyy"
    // (the former assumes the current century)
    if (sb.length() <= (offset+2)) {
      y = (((new BetterDate()).getYear())/100)*100 +
          (sb.charAt(offset)- '0') * 10 +
          (sb.charAt(offset+1)- '0');
    } else {
      y = (sb.charAt(offset)- '0') * 1000 +
          (sb.charAt(offset+1)- '0') * 100 +
          (sb.charAt(offset+2)- '0') * 10 +
          (sb.charAt(offset+3)- '0');
    }
    retval[0]=y;
    retval[1]=m;
    retval[2]=d;
//    System.out.println("Constructing date from string as: "+d+"/"+m+"/"+y);
    return retval;
  }
  private BetterDate(int [] stuff) {
    this(stuff[0], stuff[1], stuff[2]);
  }
  // takes a string in the format: "mm-dd-yyyy" or "mm/dd/yyyy" or
  // "mm-dd-yy" or "mm/dd/yy" (which assumes the current century)
  public BetterDate(String s) {
    this(BetterDate.deconstructString(s));
  }

  // years are as '1990', months from 1..12 (unlike java.util.Date!), date
  // as '1' to '31' 
  public BetterDate(int year, int months, int date) {
    super(year-1900,months-1,date);
  }
  // returns "Date: dd-mon-yyyy"
  public String toString() { 
    int yr = getYear();
    return getDate()+"-"+monthNames[getMonth()-1]+"-"+
      toDigit[(yr/1000)%10] + 
      toDigit[(yr/100)%10] + 
      toDigit[(yr/10)%10] + 
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      toDigit[yr%10];
//    return "Date: " + getDate() + "-"+getMonth()+"-"+(getYear()%100);
  }
  public BetterDate addDays(int i) {
    if (i==0) return this;
    return new BetterDate(getYear(), getMonth(), getDate()+i);
  }
  public BetterDate addMonths(int i) {
    if (i==0) return this;
    int yr=getYear();
    int mon=getMonth()+i;
    int dat=getDate();
    while(mon<1) { 
      --yr;mon+=12;
    }
    return new BetterDate(yr, mon,dat);
  }
  // returns year as in 1996, 2007
  public int getYear() {
    return super.getYear()+1900;
  }
  // returns month as 1..12
  public int getMonth() {
    return super.getMonth()+1;
  }
  public boolean equals(BetterDate sd) {
    return (sd.getDate() == this.getDate() &&
            sd.getMonth() == this.getMonth() &&
            sd.getYear() == this.getYear());
  }
  // subtract the two dates; return the answer in whole years
  // uses the average length of a year, which is 365 days plus
  // a leap year every 4, except 100, except 400 years =
  // = 365 97/400 = 365.2425 days = 31,556,952 seconds
  public double minusInYears(BetterDate sd) {
    // the year (as defined above) in milliseconds
    long yearInMillis = 31556952L;
    long diff = myUTC()-sd.myUTC();
    return (((double)diff/(double)yearInMillis)/1000.0);
  }
  public long myUTC() {
    return Date.UTC(getYear()-1900, getMonth()-1, getDate(),0,0,0);
  }
  
  // returns <0 if this is earlier than sd
  // returns = if this == sd
  // else returns >0
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  public int compare(BetterDate sd) {
    if (getYear()!=sd.getYear()) {return getYear()-sd.getYear();}
    if (getMonth()!=sd.getMonth()) {return getMonth()-sd.getMonth();}
    return getDate()-sd.getDate();
  }
}

高度なサンプル高度なサンプル高度なサンプル高度なサンプル
ここでは、SQLJの比較的高度な機能を使用した例を紹介します。具体的には、次のサンプ
ルを取り上げます。

� REF CURSOR: RefCursDemo.sqlj

� マルチスレッド : MultiThreadDemo.sqlj

� JDBCとの連係動作 : JDBCInteropDemo.sqlj

� 複数の接続コンテキスト : MultiSchemaDemo.sqlj

� データ操作と複数の接続コンテキスト : QueryDemo.sqlj

� イテレータのサブクラス化 : SubclassIterDemo.sqlj

� SQLJで PL/SQLを使用して動的 SQLを実装する : DynamicDemo.sqlj

これらのサンプルは、次のディレクトリにあります。

[Oracle Home]/sqlj/demo

REF CURSOR: RefCursDemo.sqlj
ここでは、無名ブロック、ストアド・プロシージャおよびストアド・ファンクションに REF 
CURSOR型を使用した例を示します。

また、それらのプロシージャおよびファンクションの作成に使用する PL/SQLコードも示し
てあります。

REF CURSOR型の詳細は、5-33ページの「Oracleの REF CURSOR型のサポート」を参照し
てください。

REF CURSOR型のストアド・プロシージャおよびストアド・ファンク型のストアド・プロシージャおよびストアド・ファンク型のストアド・プロシージャおよびストアド・ファンク型のストアド・プロシージャおよびストアド・ファンク
ションの定義ションの定義ションの定義ションの定義
ここで示す PL/SQLコードでは、次の内容が定義されています。

� OUTパラメータとして REF CURSOR型を戻り値とするストアド・プロシージャ

� REF CURSOR型を戻り値とするストアド・ファンクション
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create or replace package SQLJRefCursDemo as
  type EmpCursor is ref cursor;
  procedure RefCursProc( name VARCHAR,
                         no NUMBER,
                         empcur OUT EmpCursor);

  function RefCursFunc (name VARCHAR, no NUMBER)  return EmpCursor;

end SQLJRefCursDemo;
/

create or replace package body SQLJRefCursDemo is

  procedure RefCursProc( name VARCHAR,
                         no NUMBER,
                         empcur OUT EmpCursor)
     is begin
       insert into emp (ename, empno) values (name, no);
       open empcur for select ename, empno from emp
                       order by empno;
     end;

  function RefCursFunc (name VARCHAR, no NUMBER) return EmpCursor  is
    empcur EmpCursor;
    begin
       insert into emp (ename, empno) values (name, no);
       open empcur for select ename, empno from emp
                       order by empno;
       return empcur;
     end;
end SQLJRefCursDemo;
/
exit
/

REF CURSOR型のサンプル・アプリケーションのソース・コード型のサンプル・アプリケーションのソース・コード型のサンプル・アプリケーションのソース・コード型のサンプル・アプリケーションのソース・コード
このアプリケーションは、次の項目から REF CURSOR型を取り出します。

� 無名ブロック

� ストアド・プロシージャ（OUTパラメータとして）

� ストアド・ファンクション（戻り値として）

データベースが永続的に変更されるのを防ぐために、ROLLBACK操作の実行後に接続を終了
します。
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import java.sql.*;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;

public class RefCursDemo
{
  #sql public static iterator EmpIter (String ename, int empno);

  public static void main (String argv[]) throws SQLException
  {
    String name;  int no;
    EmpIter emps = null;

    /* if you're using a non-Oracle JDBC Driver, add a call here to
       DriverManager.registerDriver() to register your Driver
    */

    /* Connect to the database */
    Oracle.connect(RefCursDemo.class, "connect.properties");

    try
    {
       name = "Joe Doe"; no = 8100;
       emps = refCursInAnonBlock(name, no);
       printEmps(emps);
   
       name = "Jane Doe"; no = 8200;
       emps = refCursInStoredProc(name, no);
       printEmps(emps);
   
       name = "Bill Smith"; no = 8300;
       emps = refCursInStoredFunc(name, no);
       printEmps(emps);
    }
    finally
    {
      #sql { ROLLBACK };
      Oracle.close();
    }
  }

  private static EmpIter refCursInAnonBlock(String name, int no) 
    throws java.sql.SQLException {
    EmpIter emps = null;    

    System.out.println("Using anonymous block for ref cursor.."); 
    #sql { begin
             insert into emp (ename, empno) values (:name, :no);
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             open :out emps for select ename, empno from emp
                           order by empno;
           end;
         };
    return emps;
  }

  private static EmpIter refCursInStoredProc (String name, int no)
    throws java.sql.SQLException {
    EmpIter emps = null;
    System.out.println("Using stored procedure for ref cursor.."); 
    #sql { CALL SQLJREFCURSDEMO.REFCURSPROC (:IN name, :IN no, :OUT emps)
         };
    return emps;
  }

  private static EmpIter refCursInStoredFunc (String name, int no) 
    throws java.sql.SQLException {
    EmpIter emps = null;    
    System.out.println("Using stored function for ref cursor.."); 
    #sql emps = {  VALUES (SQLJREFCURSDEMO.REFCURSFUNC(:name, :no))
                };
    return emps;
  }

  private static void printEmps(EmpIter emps) 
    throws java.sql.SQLException {
    System.out.println("Employee list:");
    while (emps.next()) {
       System.out.println("\t Employee name: " + emps.ename() + 
                          ", id : " + emps.empno());
    }
    System.out.println();
    emps.close();
  }
}

マルチスレッドマルチスレッドマルチスレッドマルチスレッド : MultiThreadDemo.sqlj
次は、マルチスレッドを使用した SQLJアプリケーションの例です。 SQLJでのマルチスレッ
ドに関する注意事項は、7-20ページの「SQLJでのマルチスレッド」を参照してください。

データベースが永続的に変更されるのを防ぐために、ROLLBACK操作の実行後に接続を終了
します。

import java.sql.SQLException;
import java.util.Random;
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import sqlj.runtime.ExecutionContext;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;

/**
  Each instance of MultiThreadDemo is a thread that gives all employees
  a raise of some ammount when run.  The main program creates two such 
  instances and computes the net raise after both threads have completed.
  **/
class MultiThreadDemo extends Thread
{
  double raise;
  static Random randomizer = new Random(); 
 
  public static void main (String args[]) 
  {
    try { 
      /* if you're using a non-Oracle JDBC Driver, add a call here to
         DriverManager.registerDriver() to register your Driver
      */

      // set the default connection to the URL, user, and password
      // specified in your connect.properties file
      Oracle.connect(MultiThreadDemo.class, "connect.properties");
      double avgStart = calcAvgSal();
      MultiThreadDemo t1 = new MultiThreadDemo(250.50);
      MultiThreadDemo t2 = new MultiThreadDemo(150.50);
      t1.start();
      t2.start();
      t1.join();
      t2.join();
      double avgEnd = calcAvgSal();
      System.out.println("average salary change: " + (avgEnd - avgStart));
    } catch (Exception e) { 
      System.err.println("Error running the example: " + e);
    }

    try { #sql { ROLLBACK }; Oracle.close(); } catch (SQLException e) { }
  } 

  static double calcAvgSal() throws SQLException
  {
    double avg;
    #sql { SELECT AVG(sal) INTO :avg FROM emp };
    return avg;
  }

  MultiThreadDemo(double raise)
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  {
    this.raise = raise;
  }

  public void run()
  {
    // Since all threads will be using the same default connection
    // context, each run uses an explicit execution context instance to
    // avoid conflict during execution
    try {
      delay();
      ExecutionContext execCtx = new ExecutionContext();
      #sql [execCtx] { UPDATE EMP SET sal = sal + :raise };
      int updateCount = execCtx.getUpdateCount();
      System.out.println("Gave raise of " + raise + " to " + 
                          updateCount + " employees");
    } catch (SQLException e) {
      System.err.println("error updating employees: " + e);
    }
  }

  // delay is used to introduce some randomness into the execution order
  private void delay()
  {
    try {
      sleep((long)Math.abs(randomizer.nextInt()/10000000));
    } catch (InterruptedException e) {}
  }
}

JDBCとの連係動作との連係動作との連係動作との連係動作 : JDBCInteropDemo.sqlj
次の例では、JDBCを使用して動的問合せを実行し、JDBCの ResultSetオブジェクトを
SQLJのイテレータにキャストし、イテレータを使用して結果を表示します。この例は、1つ
のプログラムで SQLJと JDBCを連係させて動作させる方法を示しています。 

SQLJおよび JDBCの連係動作の詳細は、7-31ページの「SQLJと JDBCの連係動作」を参照
してください。

import java.sql.*;
import sqlj.runtime.ref.DefaultContext;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;

public class JDBCInteropDemo 
{
  // in this example, we use an iterator that is inner class
  #sql public static iterator Employees ( String ename, double sal ) ;
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  public static void main(String[] args) throws SQLException 
  {
    if (args.length != 1) {
      System.out.println("usage: JDBCInteropDemo <whereClause>");
      System.exit(1);
    }
    
    /* if you're using a non-Oracle JDBC Driver, add a call here to
       DriverManager.registerDriver() to register your Driver
    */

    // set the default connection to the URL, user, and password
    // specified in your connect.properties file
    Oracle.connect(JDBCInteropDemo.class, "connect.properties");

    try
    {
       Connection conn = DefaultContext.getDefaultContext().getConnection();
       
       // create a JDBCStatement object to execute a dynamic query
       Statement stmt = conn.createStatement();
       String query = "SELECT ename, sal FROM emp WHERE "; 
       query += args[0];
       
       // use the result set returned by executing the query to create
       // a new strongly-typed SQLJ iterator
       ResultSet rs = stmt.executeQuery(query);
       Employees emps;
       #sql emps = { CAST :rs };
       
       while (emps.next()) {
         System.out.println(emps.ename() + " earns " + emps.sal());
       }
       emps.close();
       stmt.close();  
    }
    finally
    {
      Oracle.close();
    }
  }
}
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複数の接続コンテキスト複数の接続コンテキスト複数の接続コンテキスト複数の接続コンテキスト : MultiSchemaDemo.sqlj
次は、複数の接続コンテキストを使用する SQLJアプリケーションの例です。この例では、
一方の SQLオブジェクト群を使用した操作には DefaultContextクラスのインスタンスを
暗黙的に使用し、もう一方の SQLオブジェクト群を使用した操作には宣言済みの接続コン
テキスト・クラス DeptContextを使用します。 

この例では、静的な Oracle.connect()メソッドを使用し、デフォルトの接続を確立しま
す。その後で、静的な Oracle.getConnection()メソッドを使用してさらに接続を生成
し、もう一方の DefaultContextインスタンスを DeptContextコンストラクタに渡しま
す。前述のように、これは SQLJ接続コンテキスト・インスタンスの生成方法の 1つにすぎ
ません。 この例は、7-2ページの「接続コンテキスト」でも使用されています。複数の接続コ
ンテキストおよびデフォルト以外の接続コンテキストの詳細は、この章を参照してください。

import java.sql.SQLException;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;

// declare a new context class for obtaining departments
#sql context DeptContext;

#sql iterator Employees (String ename, int deptno);

class MultiSchemaDemo 
{
  public static void main(String[] args) throws SQLException 
  {
    /* if you're using a non-Oracle JDBC Driver, add a call here to
       DriverManager.registerDriver() to register your Driver
    */

    // set the default connection to the URL, user, and password
    // specified in your connect.properties file
    Oracle.connect(MultiSchemaDemo.class, "connect.properties");

    try
    {
       // create a context for querying department info using
       // a second connection
       DeptContext deptCtx = 
         new DeptContext(Oracle.getConnection(MultiSchemaDemo.class, 
                                             "connect.properties"));

       new MultiSchemaDemo().printEmployees(deptCtx);
       deptCtx.close();
    }
    finally
    {
      Oracle.close();
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    }
  }

  // performs a join on deptno field of two tables accessed from
  // different connections. 
  void printEmployees(DeptContext deptCtx) throws SQLException
  {
    // obtain the employees from the default context
    Employees emps;
    #sql emps = { SELECT ename, deptno FROM emp }; 

    // for each employee, obtain the department name
    // using the dept table connection context
    while (emps.next()) {
      String dname;
      int deptno = emps.deptno();
      #sql [deptCtx] { 
        SELECT dname INTO :dname FROM dept WHERE deptno = :deptno
      };
      System.out.println("employee: " +emps.ename() +
                         ", department: " + dname);
    }
    emps.close();
  }
}

データ操作と複数の接続コンテキストデータ操作と複数の接続コンテキストデータ操作と複数の接続コンテキストデータ操作と複数の接続コンテキスト : QueryDemo.sqlj
このデモでは、SQLJを使用してデータを行単位でフェッチするプログラミング構文と、複
数の接続コンテキストの使用方法を示します。

このサンプルには、次のように定義されたストアド・プロシージャ GET_SALを使用します。

-- SQL script for the QueryDemo

CREATE OR REPLACE FUNCTION get_sal(name VARCHAR) RETURN NUMBER IS
  sal NUMBER;
BEGIN 
  SELECT sal INTO sal FROM emp WHERE ENAME = name;
  RETURN sal;
END get_sal;
/

EXIT
/

次に、サンプル・アプリケーションのソース・コードを示します。
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データベースが永続的に変更されるのを防ぐために、ROLLBACK操作の実行後に接続を終了
します。

// Source code for the QueryDemo

import java.sql.SQLException;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;
import sqlj.runtime.ref.DefaultContext;

#sql context QueryDemoCtx ;

#sql iterator SalByName (double sal, String ename) ;

#sql iterator SalByPos (double, String ) ;

/**
  This sample program demonstrates the various constructs that may be
  used to fetch a row of data using SQLJ.  It also demonstrates the
  use of explicit and default connection contexts.
  **/
public class QueryDemo
{
  public static void main(String[] args) throws SQLException
  {
    if (args.length != 2) {
      System.out.println("usage: QueryDemo ename newSal");
      System.exit(1);
    }

    /* if you're using a non-Oracle JDBC Driver, add a call here to
       DriverManager.registerDriver() to register your Driver
    */

    // set the default connection to the URL, user, and password
    // specified in your connect.properties file
    Oracle.connect(QueryDemo.class, "connect.properties");

    try
    {
       QueryDemoCtx ctx = 
         new QueryDemoCtx(DefaultContext.getDefaultContext().getConnection());
       String ename = args[0];
       int newSal = Integer.parseInt(args[1]);
   
       System.out.println("before update:");
       getSalByName(ename, ctx);
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       getSalByPos(ename);
   
       updateSal(ename, newSal, ctx);
   
       System.out.println("after update:");
       getSalByCall(ename, ctx);
       getSalByInto(ename);
       ctx.close(ctx.KEEP_CONNECTION);
    }
    finally
    {
      #sql { ROLLBACK };
      Oracle.close();
    }
  }

  public static void getSalByName(String ename, QueryDemoCtx ctx) 
    throws SQLException
  {
    SalByName iter = null;
    #sql [ctx] iter = { SELECT ename, sal FROM emp WHERE ename = :ename };
    while (iter.next()) {
      printSal(iter.ename(), iter.sal());
    }
    iter.close();
  }

  public static void getSalByPos(String ename) throws SQLException
  {
    SalByPos iter = null;
    double sal = 0;
    #sql iter = { SELECT sal, ename FROM emp WHERE ename = :ename };
    while (true) {
      #sql { FETCH :iter INTO :sal, :ename };
      if (iter.endFetch()) break;
      printSal(ename, sal);
    }
    iter.close();
  }

  public static void updateSal(String ename, int newSal, QueryDemoCtx ctx)
    throws SQLException
  {
    #sql [ctx] { UPDATE emp SET sal = :newSal WHERE ename = :ename }; 
  }

  public static void getSalByCall(String ename, QueryDemoCtx ctx) 
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    throws SQLException
  {
    double sal = 0;
    #sql [ctx] sal = { VALUES(get_sal(:ename)) };
    printSal(ename, sal);
  }

  public static void getSalByInto(String ename)
    throws SQLException
  {
    double sal = 0;
    #sql { SELECT sal INTO :sal FROM emp WHERE ename = :ename };
    printSal(ename, sal);
  }

  public static void printSal(String ename, double sal)
  {
    System.out.println("salary of " + ename + " is " + sal);
  }
}

イテレータのサブクラス化イテレータのサブクラス化イテレータのサブクラス化イテレータのサブクラス化 : SubclassIterDemo.sqlj
このサンプルでは、イテレータ・クラスのサブクラス化を応用した例を紹介します。この例
では、問合せ結果の行をすべて Javaベクターに書き込むための動作を追加します。

概要は、7-24ページの「イテレータ・クラスのサブクラス化」を参照してください。

// ----------------- Begin of file SubclassIterDemo.sqlj ----------------------
//
// Invoke the SQLJ translator with the following command:
//    sqlj SubclassIterDemo.sqlj
// Then run as 
//    java SubclassIterDemo

/* Import useful classes.
**
** Note that java.sql.Date (and not java.util.Date) is being used.
*/

import java.util.Vector;
import java.util.Enumeration;
import java.sql.SQLException;

import sqlj.runtime.profile.RTResultSet;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;
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public class SubclassIterDemo
{
  // Declare an iterator
  #sql public static iterator EmpIter(int empno, String ename);

  // Declare Emp objects
  public static class Emp
  {
    public Emp(EmpIter iter) throws SQLException
    { m_name=iter.ename(); m_id=iter.empno(); }

    public String getName() { return m_name; }
    public int getId()      { return m_id; }
    
    public String toString() { return "EMP "+getName()+" has ID "+getId(); }

    private String m_name;
    private int m_id;
  }

  // Declare an iterator subclass. In this example we add behavior to add
  // all rows of the query as a Vector.

  public static class EmpColl extends EmpIter
  {
     // We _must_ provide a constructor for sqlj.runtime.RTResultSet
     // This constructor is called in the assignment of EmpColl to a query.
     public EmpColl(RTResultSet rs) throws SQLException
     { super(rs); }

     // Materialize the result as a vector
     public Vector getEmpVector() throws SQLException
     { if (m_v==null) populate(); return m_v; }

     private Vector m_v;
     private void populate() throws SQLException
     {
       m_v = new Vector();
       while (super.next())
       { m_v.addElement(new Emp(this)); }
       super.close();
     }
  } 
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  public static void main( String args[] )
  {
    try
    {
      SubclassIterDemo app = new SubclassIterDemo();
      app.runExample();
    } 
    catch( SQLException exception )
    {
      System.err.println( "Error running the example: " + exception );
    }
    finally
    {
      try { Oracle.close(); } catch (SQLException e) { }
    }
  }

  /* Initialize database connection.
  **
  */

  SubclassIterDemo() throws SQLException
  {
    Oracle.connect(getClass(), "connect.properties");
  }

  void runExample() throws SQLException
  {
    System.out.println();
    System.out.println( "Running the example." );
    System.out.println();

    EmpColl ec;
    #sql ec = { select ename, empno from emp };

    Enumeration enum = ec.getEmpVector().elements();
    while (enum.hasMoreElements())
    {
      System.out.println(enum.nextElement());
    }
  }

}
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SQLJでででで PL/SQLを使用して動的を使用して動的を使用して動的を使用して動的 SQLを実装するを実装するを実装するを実装する : DynamicDemo.sqlj
ここでは、SQLJのアプリケーションで PL/SQLブロックを使用して動的 SQLを実装する方
法を示します。

データベースが永続的に変更されるのを防ぐために、ROLLBACK操作の実行後に接続を終了
します。

import java.sql.*;
import sqlj.runtime.ref.DefaultContext;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;

public class DynamicDemo
{

  public static void main(String[] args) throws SQLException 
  {
    // set the default connection to the URL, user, and password
    // specified in your connect.properties file
    Oracle.connect(DynamicDemo.class, "connect.properties");

    try
    {
       String table_name = "emp";
   
       // dynamic DDL
       
       String index_name = "sal_index";
       String index_col = "sal";
       dynamicDrop(index_name);
       dynamicCreate(table_name, index_name, index_col);
   
    
       // dynamic DML
       
       String ename; 
       int empno;  double sal;
   
       ename = "julie"; empno = 8455;  sal = 3500;
       dynamicInsert(table_name, ename, empno, sal);
   
       dynamicDelete("empno", "8455");
   
       empno = 7788;  sal = 6000.00;
       staticUpdateReturning(empno, sal);  // try static first :)
   
       empno = 7788; sal = 7000.00;
       dynamicUpdateReturning(empno, sal);  
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       // dynamic 1-row query
       dynamicSelectOne(table_name);
   
       // dynamic multi-row query
       dynamicSelectMany(" sal > 2000.00");
       dynamicSelectMany(null);
    }
    finally
    { 
       #sql { ROLLBACK };
       Oracle.close();
    }
  }

  private static void dynamicDrop (String index_name) throws SQLException {

     System.out.println("Dropping index " + index_name);
     #sql {  begin
                execute immediate 'drop index ' || :index_name;
             end;
          };
  }

   private static void dynamicCreate(String table_name, 
                                     String index_name, String index_col )
           throws SQLException {
     
     System.out.println("Creating index " + index_name + " for table " 
                        + table_name + " on column " + index_col);

     String ddl = "create index " + index_name + " on " + table_name + 
                  "(" + index_col + ")";
     #sql {  begin 
                execute immediate :ddl;
             end; 
          };
   }

  private static void dynamicInsert(String which_table, String ename, 
                                    int empno, double sal) 
          throws SQLException {

    System.out.println("dynamic insert on table " + which_table 
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                       + " of employee " + ename);
    #sql { begin
                 execute immediate 
                'insert into ' || :which_table || 
                '(ename, empno, sal) values( :1, :2, :3)'
             -- note: PL/SQL rule is table | col name cannot be 
             --       a bind argument in USING
               -- also, binds are by position except in dynamic PL/SQL blocks
             using :ename, :empno, :sal;
           end;
         };
  }

  private static void dynamicDelete(String which_col, String what_val) 
          throws SQLException {

    System.out.println("dynamic delete of " + which_col + 
                    " = " + what_val + " or " + which_col + " is null" );

    String s = "delete from emp where " + which_col  + " = " + what_val
                                + " or " + which_col + " is null";
    #sql { begin 
             execute immediate :s; 
           end;
     };
  }

  private static void staticUpdateReturning (int empno, double newSal)
          throws SQLException {

    System.out.println("static update-returning for empno " + empno);
   String ename;
   #sql { begin 
            update emp set sal = :newSal 
            where empno = :empno
            returning ename into :OUT ename;   -- :OUT is for SQLJ bind
          end;
        };
   System.out.println("Updated the salary of employee " + ename);

  }

  private static void dynamicUpdateReturning (int empno, double newSal ) 
          throws SQLException {
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   System.out.println("dynamic update-returning for empno " + empno);
   String ename;

   #sql { begin
            execute immediate 
            'update emp set sal = :1  where empno = :2 ' || 
            'returning ename into :3'
            using :newSal, :empno, OUT :OUT ename ;
              -- note weird repeated OUT, one for PL/SQL bind, one for SQLJ
          end;
        };
   System.out.println("Updated the salary of employee " + ename);

  }

  private static void dynamicSelectOne(String which_table) 
          throws SQLException  {

    System.out.println("dynamic 1-row query on table " + which_table);

    int countRows;

    #sql { begin 
              execute immediate 
              'select count(*) from ' || :which_table
              into :OUT countRows;  -- :OUT is for SQLJ bind
           end;
         };

    System.out.println("Number of rows in table " + which_table + 
                       " is " + countRows);
  }
  

  // a nested iterator class
  #sql public static iterator Employees ( String ename, double sal ) ;

  private static void dynamicSelectMany(String what_cond)
          throws SQLException {

    System.out.println("dynamic multi-row query on table emp");

    Employees empIter; 
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    // table/column names cannot be bind args in dynamic PL/SQL, so 
    // build up query as Java string

    String query = "select ename, sal from emp " + 
                 (((what_cond == null) || (what_cond.equals(""))) ? "" : 
                 (" where " + what_cond)) + 
                  "order by ename";

    #sql { 
         begin 
            open :OUT empIter for -- opening ref cursor with dynamic query
           :query;
            -- can have USING clause here if needed 
         end;
    };

     while (empIter.next()) {
        System.out.println("Employee " + empIter.ename() + 
                           " has salary " + empIter.sal() );
     } 
     empIter.close();

  };

}

パフォーマンス強化のサンプルパフォーマンス強化のサンプルパフォーマンス強化のサンプルパフォーマンス強化のサンプル
ここでは、Oracle SQLJ行プリフェッチおよびバッチ更新のパフォーマンス強化について例
を示します。 

これらのサンプルは、次のディレクトリにあります。

[Oracle Home]/sqlj/demo

プリフェッチのデモプリフェッチのデモプリフェッチのデモプリフェッチのデモ : PrefetchDemo.sqlj
このサンプル・コードでは、Oracle SQLJ行プリフェッチ機能、Oracle SQLJバッチ更新機能
および Oracle JDBCバッチ更新の使用方法を示します。（JDBC 2.0にも、JDBCの標準バッ
チ更新パラダイムが踏襲されています。）

次のコードでは、Oracle SQLJバッチ更新メソッド（insertRowsBatchedSQLJ()）が実
際にはコールされません。このメソッドのコールは、コメントされているからです。Oracle 
JDBCバッチ更新メソッド（insertRowsBatchedJDBC()）のみがコールの対象となって
います。ただし、このコードを比較したり、JDBCバッチ更新メソッド・コールをコメント
する一方で SQLJバッチ更新メソッド・コールのコメントを外したりできます。
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Oracle SQLJバッチ更新に関するもう 1つの例は 12-74ページの「バッチ更新機能 : 
BatchDemo.sqlj」を参照してください。

SQLJプリフェッチ・ファイルの詳細は、A-3ページの「行プリフェッチ」を参照してくだ
さい。 （バッチ更新の詳細は、A-5ページの「バッチ更新機能」を参照してください。

このアプリケーションに使用した表定義は、PrefetchDemo.sqlから引用したものです。

DROP TABLE PREFETCH_DEMO;
CREATE TABLE PREFETCH_DEMO (n INTEGER);

次に、アプリケーションのソース・コードを示します。

// Application source code--PrefetchDemo.sqlj
//
import java.sql.SQLException;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import oracle.jdbc.driver.OracleConnection;
import oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement;
import sqlj.runtime.ExecutionContext;
import sqlj.runtime.ref.DefaultContext;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;

/**
 Before compiling this demo with online checking, you
 should run the SQL script PrefetchDemo.sql.

 This demo shows how to set different prefetch values for
 SQLJ SELECT statements. It compares SQLJ and JDBC runs.

 Additionally, when creating the data in the PREFETCH_DEMO
 table, we  show how to batch INSERT statements in JDBC.
 SQLJ now also supports batching, and we show the source for
 the equivalent SQLJ batched insert as well.
**/

public class PrefetchDemo
{

  #sql static iterator PrefetchDemoCur (int n);

  public static void main(String[] args) throws SQLException
  {
     System.out.println("*** Start of Prefetch demo ***");

     Oracle.connect(PrefetchDemo.class,"connect.properties");
     OracleConnection conn =
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        (OracleConnection) DefaultContext.getDefaultContext().getConnection();
     System.out.println("Connected.");

     try
     {
        try
        {
          #sql { DELETE FROM PREFETCH_DEMO };
        }
        catch (SQLException exn)
        {
          System.out.println("A SQL exception occurred: "+exn);

          System.out.println("Attempting to create the PREFETCH_DEMO table");

          try
          {
             #sql { DROP TABLE PREFETCH_DEMO };
          }
          catch (SQLException ex) { };

          try
          {
             #sql { CREATE TABLE PREFETCH_DEMO (n INTEGER) };
          }
          catch (SQLException ex)
          {
             System.out.println
                   ("Unable to create the PREFETCH_DEMO table: "+exn);
             System.exit(1);
          };
        }
   
        System.out.println
               (">>> Inserting data into the PREFETCH_DEMO table <<<");
   
        // We batch _all_ rows here, so there is only a single roundtrip.
        int numRows = 1000;

        insertRowsBatchedJDBC(numRows, conn);
        // insertRowsBatchedSQLJ(numRows, conn);
   
        System.out.println
               (">>> Selecting data from the PREFETCH_DEMO table <<<");
   
        System.out.println("Default Row Prefetch value is:  " 
                           + conn.getDefaultRowPrefetch());
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        // We show three row prefetch settings:
        //  1. every row fetched individually
        //  2. prefetching the default number of rows (10)
        //  3. prefetching all of the rows at once
        //
        // each setting is run with JDBC and with SQLJ
   
        int[] prefetch = new int[] { 1, conn.getDefaultRowPrefetch(),
                                     numRows / 10,  numRows };
   
        for (int i=0; i<prefetch.length; i++) 
        {
           selectRowsJDBC(prefetch[i], conn);
           selectRowsSQLJ(prefetch[i], conn, i);
        }
     }
     finally
     { 
       Oracle.close();
     }
  }

  public static void selectRowsSQLJ(int prefetch, OracleConnection conn, int i)
                     throws SQLException
  {
    System.out.print("SQLJ: SELECT using row prefetch "+prefetch+". ");
    System.out.flush();
    conn.setDefaultRowPrefetch(prefetch);

    PrefetchDemoCur c;

    long start = System.currentTimeMillis();

    // Note: In this particular example, statement caching can
    // defeat row prefetch!  Statements are created _with_
    // their prefetch size taken from the connection's prefetch size.
    // The statement will maintain this original prefetch size when
    // it is re-used from the cache.
    //
    // To obtain predictable results, regardless of the cache setting,
    // we must force the use of _different_ select statements for each
    // of the prefetch settings.
    // 
    // To get the seemingly strange behavior above, add the line below
    // and leave statement caching enabled.
    // i=0;
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    switch (i % 5) {
      case 0:  #sql c = { SELECT n FROM PREFETCH_DEMO }; break;
      case 1:  #sql c = { SELECT n FROM PREFETCH_DEMO }; break;
      case 2:  #sql c = { SELECT n FROM PREFETCH_DEMO }; break;
      case 3:  #sql c = { SELECT n FROM PREFETCH_DEMO }; break;
      default: #sql c = { SELECT n FROM PREFETCH_DEMO }; 
    }

    while (c.next()) { };
    c.close();
    long delta = System.currentTimeMillis() - start;

    System.out.println("Done in "+(delta / 1000.0)+" seconds.");
  }

  public static void selectRowsJDBC(int prefetch, OracleConnection conn)
                     throws SQLException
  {
    System.out.print("JDBC: SELECT using row prefetch "+prefetch+". ");
    System.out.flush();
    conn.setDefaultRowPrefetch(prefetch);

    long start = System.currentTimeMillis();
    PreparedStatement pstmt =
                      conn.prepareStatement("SELECT n FROM PREFETCH_DEMO");
    ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
    while (rs.next()) { };
    rs.close();
    pstmt.close();
    long delta = System.currentTimeMillis() - start;

    System.out.println("Done in "+(delta / 1000.0)+" seconds.");
  }

  public static void insertRowsBatchedSQLJ(int n, OracleConnection conn)
                     throws SQLException
  {
    System.out.print("SQLJ BATCHED: INSERT "+n+" rows. ");
    System.out.flush();

    long start = System.currentTimeMillis();

    ExecutionContext ec = new ExecutionContext();
    ec.setBatching(true);
    ec.setBatchLimit(n);
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    for (int i=1; i<=n; i++)
    {
      #sql [ec] { INSERT INTO PREFETCH_DEMO VALUES(:i) };
    }

    ec.executeBatch();

    long delta = System.currentTimeMillis() - start;

    System.out.println("Done in "+(delta / 1000.0)+" seconds.");
  }

  public static void insertRowsBatchedJDBC(int n, OracleConnection conn)
                     throws SQLException
  {
    System.out.print("JDBC BATCHED: INSERT "+n+" rows. ");
    System.out.flush();

    long start = System.currentTimeMillis();
    int curExecuteBatch = conn.getDefaultExecuteBatch();
    conn.setDefaultExecuteBatch(n);

    PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement
                              ("INSERT INTO PREFETCH_DEMO VALUES(?)");
    for (int i=1; i<=n; i++)
    {
      pstmt.setInt(1,i);
      pstmt.execute();
    }
    ((OraclePreparedStatement)pstmt).sendBatch();
    pstmt.close();
    conn.setDefaultExecuteBatch(curExecuteBatch);

    long delta = System.currentTimeMillis() - start;

    System.out.println("Done in "+(delta / 1000.0)+" seconds.");
  }

}
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バッチ更新機能バッチ更新機能バッチ更新機能バッチ更新機能 : BatchDemo.sqlj
ここでは、Oracle SQLJバッチ更新の例を示します。 この機能の仕組みについては、A-5ペー
ジの「バッチ更新機能」を参照してください。

このサンプルでは、次の表定義を使用します。

DROP TABLE BATCH_DEMO;
CREATE TABLE BATCH_DEMO
            (EMPNO     NUMBER(7), 
             ENAME     VARCHAR2(20),
             HIREDATE  DATE,
             SAL       NUMBER(10, 2)
            );

次に、アプリケーションのコードを示します。

// Application source code--BatchDemo.sqlj
//
import java.sql.SQLException;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import oracle.jdbc.driver.*;
import sqlj.runtime.*;
import oracle.sqlj.runtime.*;

/**
 Before compiling this demo with online checking,
 you must run the SQL script BatchDemo.sql.

 This demo shows the SQLJ batch update feature. 
 **/

public class BatchDemo {
 
  public static void main(String[] args) throws java.sql.SQLException
  {

   System.out.println("*** Batch Demo ***");

   try
   {
     Oracle.connect(BatchDemo.class, "connect.properties");
     System.out.println("Connected.");
    
     try
     {
        #sql { DELETE FROM BATCH_DEMO };
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     }
     catch (SQLException e)
     {
        System.out.println("A SQL exception occurred: "+e);

        System.out.println("Attempting to create the BATCH_DEMO table");

        try
        {
           #sql { DROP TABLE BATCH_DEMO };
        }
        catch (SQLException ex) { };

        try
        {
           #sql { CREATE TABLE BATCH_DEMO
                    (EMPNO     NUMBER(7), 
                     ENAME     VARCHAR2(20),
                     HIREDATE  DATE,
                     SAL       NUMBER(10, 2)
                    )
                };
        }
        catch (SQLException ex)
        {
           System.out.println("Unable to create the BATCH_DEMO table: "+ex);
           System.exit(1);
        };
     }

     System.out.println(">>> Inserting 100 records <<<<");
     batchUpdate(1,    100, 201, "test0" );
     batchUpdate(10,   100, 401, "test1" );
     batchUpdate(100,  100, 601, "test2" );
     batchUpdate(1000, 100, 801, "test3" );

     System.out.println(">>> Inserting 1000 records <<<<");
     batchUpdate(1,    1000, 2001, "test0" );
     batchUpdate(10,   1000, 4001, "test1" );
     batchUpdate(100,  1000, 6001, "test2" );
     batchUpdate(1000, 1000, 8001, "test3" );

    }
    finally
    {
      Oracle.close();
    }
サンプル・アプリケーション  12-75



パフォーマンス強化のサンプル
    System.out.println("*** End of Demo ***");
  }    
    
  public static void batchUpdate
                (int batchSize, int updateSize, int start, String name)
  throws java.sql.SQLException
  {

     if (batchSize==1)
     {
        System.out.print("Inserting one record at a time: ");
        System.out.flush();
     }
     else
     {
        System.out.print("Inserting in batch of "+batchSize+": ")
        System.out.flush();
     }

     long t = System.currentTimeMillis();

     ExecutionContext ec = new ExecutionContext();

     if (batchSize==1)
     {
       ec.setBatching(false);
     }
     else
     {
       ec.setBatchLimit(batchSize);
       ec.setBatching(true);
     }

     for (int i=start; i<start+updateSize; i++)
     {
        #sql [ec] { insert into  batch_demo(empno, ename,hiredate, sal)
                                 values(:i, :(name+"_"+i), sysdate,  :i )
                  };
     }
     #sql {commit};

     System.out.println("Done in "+((System.currentTimeMillis()-t)/1000.0)
                                            +" seconds.");
 }

}
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ここでは、Oracle固有の機能を持たない汎用サンプル・アプレットを紹介します。SQLJ
ソース・コードおよび HTMLページの両方について解説しますが、そのユーザー・インタ
フェースの Javaソース・コードについてはここでは触れません。ここで示すサンプルは、
次のディレクトリにあります。

[Oracle Home]/sqlj/demo/applets

このディレクトリには、このユーザー・インタフェースに対応したソースと、Oracle固有の
型を使用したアプレットのバージョンも格納されています。

汎用アプレットの実行方法については前述のディレクトリ中にある Applet.readmeファイ
ルを、Oracle固有のアプレットの実行方法については AppletOracle.readmeファイルを
参照してください。

SQLJアプレットについては、1-13ページの「アプレットでの SQLJの実行」を参照してく
ださい。

汎用アプレットの汎用アプレットの汎用アプレットの汎用アプレットの HTMLページページページページ : Applet.html
ここでは、汎用アプレットの HTMLページを紹介します。

<html>
<head>
<title>SQLJ Applet</title>
</head>
<body>

<h1>SQLJ Applet</h1>

This page contains an example of an applet that uses SQLJ and
Oracle's Thin JDBC driver.<p>

<b>Note:</b>
This applet requires Netscape 4.0X with the JDK1.1 patch, or Netscape 4.5
or later, or Microsoft Internet Explorer 4.0 or later. 
<p>

The source code for the applet is in
<a href="AppletMain.sqlj">AppletMain.sqlj</a>

The source code for the applet's user interface is in
<a href="AppletUI.java">AppletUI.java</a>

<hr>
<!-- Properties of the APPLET tag:
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      codebase="<the location of your classfiles or archives>"
      archive="<name of archive file>"

      Below we assume that you have a directory "dist" off of
      the root of your HTML server, and that you have jar-ed up
      the SQLJ runtime, JDBC thin driver, and Applet classes into
      the archive Applet.jar in this directory.

     Applet PARAMeters: adjust these to reflect your settings
      sqlj.url      - the JDBC URL
                      for example "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl"
      sqlj.user     - the user name
      sqlj.password - the user password
 -->
<APPLET code="AppletMain.class"
        codebase="dist"
        archive="Applet.jar"
        width=640 height=480>
<PARAM name="sqlj.url"      value="jdbc:oracle:thin:@<hostname>:<port>:<oracle_
sid>">
<PARAM name="sqlj.user"     value="scott">
<PARAM name="sqlj.password" value="tiger">
</APPLET>

汎用アプレットの汎用アプレットの汎用アプレットの汎用アプレットの SQLJソースソースソースソース : AppletMain.sqlj
ここでは、汎用アプレットの SQLJソース・コードを紹介します。demo/appletsディレク
トリにアクセスし、Oracle固有のソース（AppletOracle.sqlj）を汎用ソースと比較する
と、両ソースの大きな違いは次の点のみであることがわかります。

� 汎用アプレットの場合は、イテレータ EmpIterを宣言して JavaString型のみを使用す
るのに対し、Oracle固有のアプレットの場合はイテレータ EmpOraIterを宣言して
oracle.sql.*型を使用します。

� Oracle固有のアプレットの場合、oracle.sql.NUMBERクラスの stringValue()メ
ソッドを使用して、数値データを表示する必要があります。 

/*
 * This applet extends the AppletInterface class that contains the
 * user interface component of the applet.
 *
 * This applet connects to a database to select and display
 * employee information.  It will also delete a select employee
 * from the database.
 */

// SQLJ-specific classes
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import java.sql.SQLException;
import java.sql.DriverManager;
import sqlj.runtime.ExecutionContext;
import sqlj.runtime.ref.DefaultContext;
import oracle.jdbc.driver.OracleDriver;
import oracle.sqlj.runtime.Oracle;

// Event handling classes
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class AppletMain extends AppletUI
                        implements ActionListener
{ 

  // Declare a named iterator with several columns from the EMP table

  #sql public static iterator
       EmpIter(String empno, String ename, String job, String sal, String comm);

  // Applet initialization

  private DefaultContext m_ctx = null;

  public void init ()
  { 

    // Create the User Interface

    super.init();

    // Activate the buttons

    Query_button.addActionListener(this);
    Query_button.setActionCommand("query");

    Delete_button.addActionListener(this);
    Delete_button.setActionCommand("delete");

    // Open a connection to the database

    if (m_ctx == null)
    {
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      // Connect to the database
      String url      = null;
      String user     = null;
      String password = null;
      try
      {
        url      = getParameter("sqlj.url");
        user     = getParameter("sqlj.user");
        password = getParameter("sqlj.password");
      }
      catch (NullPointerException exn) { }; // permit to call as an application

      try
      {
         if (   url==null || url.equals("") 
             || user==null || user.equals("")
             || password==null || password.equals(""))
         {
           // If the connect properties are not passed as parameters from the
           // HTML file, we pull them out of the connnect.properties resource.
           output.append("Connecting using the connect.properties resource\n");
           m_ctx = Oracle.getConnection(getClass(),"connect.properties");
         }
         else
         {
           output.append("Connecting using the PARAMeters in the HTML file\n");
           output.append("User " + user + " to " + url + "\n");

           DriverManager.registerDriver(new OracleDriver());
           m_ctx = Oracle.getConnection(url, user, password);
         }
         output.append("Connected\n");
      }
      catch (SQLException exn)
      {
         output.append("A SQL exception occurred: "+exn.getMessage()+"\n");
      }
    }
    else
    {
      output.append("Re-using connection.\n");
    }
  }

  // Perform the work
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  public void actionPerformed(ActionEvent ev)
  {
    String command = ev.getActionCommand();

    try
    {

      if (command.equals("query"))
      { 
         int numRecords = 0;

         EmpIter ecur;

         // Clear the output area
         output.setText("");

         String x = query_name_field.getText();
         if (x==null || x.equals("") || x.equals("%"))
         {
            // Execute the query
            output.append("Executing: SELECT * FROM EMP\n");
            #sql [m_ctx] ecur = { SELECT * FROM EMP };
            while (ecur.next ())
            {
               output.append(ecur.empno() + "     " + ecur.ename() + "     "
                             + ecur.job() + "     $" + ecur.sal() + "\n");
               numRecords++;
            }
         }
         else
         {
            output.append("Executing: SELECT * FROM EMP WHERE ENAME = '"+
                                query_name_field.getText() + "'\n\n");
            #sql [m_ctx] ecur = { SELECT * FROM EMP 
                         WHERE ENAME = :(query_name_field.getText()) };
            while (ecur.next())
            {
               output.append("Employee's Number:   " + ecur.empno() + "\n");
               output.append("Employee's Name:     " + ecur.ename() + "\n");
               output.append("Employee's Job:      " + ecur.job() + "\n");
               output.append("Employee's Salary:   " + ecur.sal() + "\n");
               output.append("Employee's Commison: " + ecur.comm() + "\n");
               numRecords++;
            }
         }

         // we're done
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         output.append(numRecords + " record"+( (numRecords==1)?"":"s" )+
                       " retrieved.\n");
         query_name_field.setText("");

         // ensure that iterator is closed
         ecur.close();
      } 
      else if (command.equals("delete"))
      {
         output.setText("");

         // Use an execution context to get an update count
         ExecutionContext ectx = new ExecutionContext();
         #sql [m_ctx, ectx]
             { DELETE FROM EMP WHERE ENAME = :(delete_name_field.getText()) };
         int numDeleted = ectx.getUpdateCount();

         if (numDeleted==1)
         {
           output.append("Deleted employee "+delete_name_field.getText()+ ".");
         }
         else if (numDeleted==ExecutionContext.EXCEPTION_COUNT)
         {
           output.append("An exception occurred during deletion.");
         }
         else
         {
           output.append("Deleted "+numDeleted+" employees.");
         }
         
         delete_name_field.setText("");
      }
    }
    catch (SQLException e)
    {
        // Report the error
        output.append("A SQL exception occurred:\n"+e.getMessage () + "\n");
    }
  }

  // it is important to rollback (or commit) at the end of the day, and
  // not leave the connection dangling

  public void stop()
  {
    if (m_ctx != null)
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    {
      try
      {
         System.out.println("Closing the applet.");
         #sql [m_ctx] { ROLLBACK };
         // or, if you prefer: #sql [m_ctx] { COMMIT }; 

         m_ctx.close(); 
      }
      catch (SQLException exn) { }
      finally { m_ctx = null; }
    }
  };

  // Provide a main entry point so this works both, as an applet, and as
  // an application.
  public static void main(String[] args)
  {
    AppletFrame f = new AppletFrame(new AppletMain(), 600, 350);
  }

}

サーバー側サンプルサーバー側サンプルサーバー側サンプルサーバー側サンプル
ここでは、サーバー側で実行するサンプルを紹介します。このデモ用サンプルは、次のディ
レクトリにあります。

[Oracle Home]/sqlj/demo/server

サーバー側 SQLJの詳細は、第 11章「サーバー側 SQLJ」を参照してください。

サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 SQLJ: ServerDemo.sqlj
Oracle8i JVM埋込み Java仮想マシンで実行される SQLJアプリケーションの例を次に示しま
す。 

このサーバー側デモ・アプリケーションを実行する際は、次のディレクトリにある
README.txtを参照してください。

[Oracle Home]/sqlj/demo/server

//---------------- Start of file ServerDemo.sqlj ----------------

import java.sql.Date;
import java.sql.SQLException;
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class ServerDemo
{
  public static void main (String argv[]) 
  {
    // Note: No explicit connection setup is required
    //       for server-side execution of SQLJ programs.
   
    try {
      System.out.println("Hello! I'm SQLJ in server!");
    
      Date  today;
      #sql {select sysdate into :today from dual};
      System.out.println("Today is " + today);
 
      System.out.println("End of SQLJ demo.");
   } catch (SQLException e) {
         System.out.println("Error running main: " + e);
     }
  }
}

JDBCとととと SQLJのサンプル・コードのサンプル・コードのサンプル・コードのサンプル・コード
ここでは、同じ内容のサンプルについて 2つのバージョン（それぞれ JDBC、SQLJで記述さ
れたバージョン）を用意し、比較対照します。ここでの目的は、SQLJと JDBCのコード化
での要件の違いを示すことです。 

このサンプルでは、次のように 2つのメソッドを定義します。getEmployeeAddress()
は、従業員番号に基づいて表データを取り出し、その番号を持つ従業員の住所を戻します。
updateAddress()は、取り出されたアドレスを受け取ってストアド・プロシージャをコー
ルし、更新された住所をデータベースに戻します。 

どちらのバージョンのコードも、次の事項を前提としています。

� ObjectDemo.sqlの SQLスクリプトが実行され、データベース内にスキーマが作成さ
れ、表にデータが取り込まれていること。 この SQLスクリプトについては、12-19ペー
ジの「オブジェクト型およびコレクション型の定義」を参照してください。

� 指定された住所を更新する PL/SQLストアド・ファンクション UPDATE_ADDRESS()が
存在すること。

� Connectionオブジェクト（JDBC用）およびデフォルトの接続コンテキスト（SQLJ
用）が、コール元によって生成されていること。

� コール元によって、例外処理が行われること。

� updateAddress()メソッドに渡される住所の引数（addr）に、NULL値が許容され
ていること。
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どちらのバージョンのサンプル・コードでも、ObjectDemo.sqlスクリプトによって生成
されたオブジェクトおよび表を参照しています。 

JDBCバージョンのサンプル・コードバージョンのサンプル・コードバージョンのサンプル・コードバージョンのサンプル・コード
次は、JDBCバージョンのサンプル・コードです。このコードには、データベースから従業
員の住所を取り出し、それを更新し、更新後の住所をデータベースに戻すメソッドが定義さ
れています。必要に応じて、TO DOで始まるコメント行にコードを追加すると、このサン
プル・コードの有用性が高くなります。 

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

/**
  This is what we have to do in JDBC
  **/
public class SimpleDemoJDBC                                  // line 7
{

//TO DO: make a main that calls this

  public Address getEmployeeAddress(int empno, Connection conn)
    throws SQLException                                     // line 13
  {
    Address addr;
    PreparedStatement pstmt =                               // line 16
      conn.prepareStatement("SELECT office_addr FROM employees" + 
       " WHERE empnumber = ?");
    pstmt.setInt(1, empno);
    OracleResultSet rs = (OracleResultSet)pstmt.executeQuery();
    rs.next();                                              // line 21
     //TO DO: what if false (result set contains no data)?
    addr = (Address)rs.getCustomDatum(1, Address.getFactory());
    //TO DO: what if additional rows? 
    rs.close();                                             // line 25
    pstmt.close();
    return addr;                                            // line 27
  }
  public Address updateAddress(Address addr, Connection conn)
    throws SQLException                                     // line 30
                                                           
  {

注意注意注意注意 : ここで示す JDBCバージョンおよび SQLJバージョンのサンプル・
コードは部分的なサンプルであり、完全なサンプルではありません。ま
た、main()メソッドが含まれていないので、単独では実行できません。
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    OracleCallableStatement cstmt = (OracleCallableStatement)
      conn.prepareCall("{ ? = call UPDATE_ADDRESS(?) }");   //line 34
    cstmt.registerOutParameter(1, Address._SQL_TYPECODE, Address._SQL_NAME);
                                                            // line 36
    if (addr == null) {
      cstmt.setNull(2, Address._SQL_TYPECODE, Address._SQL_NAME);
    } else {
      cstmt.setCustomDatum(2, addr);
    } 
                                
    cstmt.executeUpdate();                                  // line 43
    addr = (Address)cstmt.getCustomDatum(1, Address.getFactory());
    cstmt.close();                                          // line 45
    return addr;
  }
}   

12行目行目行目行目 :   getEmployeeAddress()メソッドの定義では、メソッド定義に Connectionオブ
ジェクトを明示的に渡す必要があります。 

16～～～～ 20行目行目行目行目 :   EMPLOYEES表から従業員番号に基づいて従業員の住所を取り出す文を作成
します。従業員番号は、setInt()メソッドで設定したマーカー変数で示されます。この
PreparedStatementでは、INTO構文が認識されないので、住所（addr）変数に値を設定す
るコードを自分で作成する必要があります。この PreparedStatementはカスタム・オブジェ
クトを戻り値とするので、この出力を OracleResultSetにキャストしてください。 

21～～～～ 23行目行目行目行目 :   OracleResultSetには、Address型のカスタム・オブジェクトが含まれてい
ます。getCustomDatum()メソッドを使用して、そのオブジェクトを取り出します。
（Addressクラスは、JPublisherで作成できます。）getCustomDatum()メソッドは、ファ
クトリ・オブジェクトを必要とします。このファクトリ・オブジェクトは、カスタム・オブ
ジェクト（この場合は Addressオブジェクト）の追加作成や移入に使用されます。
getCustomDatum()メソッドで使用する Addressファクトリ・オブジェクトを作成する
には、static ファクトリ・メソッド Address.getFactory()を使用します。 

getCustomDatum()は Datumを戻り値とするため、その出力を Addressオブジェクトに
キャストする必要があります。

このルーチンでは、結果セットが 1行であることを前提としています。結果セットに行が 1
つも含まれないか、複数の行が含まれる場合は、TO DOで始まるコメント行にコードを追
加する必要があります。

25～～～～ 27行目行目行目行目 :   結果セットおよび PreparedStatementオブジェクトを終了し、その後で
addr変数を戻します。

29行目行目行目行目 :   updateAddress()の定義で、Connectionオブジェクトと Addressオブジェク
トを明示的に渡す必要があります。 
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updateAddress()メソッドは、住所のオブジェクト（Address）をデータベースに渡し
て住所を更新した後、同じオブジェクトをフェッチします。実際の住所更新処理は、
UPDATE_ADDRESS()ストアド・ファンクションによって実行されます。このファンクショ
ンのコードは、このサンプルには含まれていません。 

33～～～～ 43行目行目行目行目 :   OracleCallabeStatementオブジェクトを生成し、住所のオブジェクト
（Address）を受け取り、UPDATE_ADDRESS()ストアド・プロシージャに渡します。オブ
ジェクトを出力パラメータとして登録するには、そのオブジェクトの SQL型コードと SQL
型名を知っていることが必要です。 

プログラムは、住所のオブジェクト（addr）の値が NULLかどうかを確認した後で、addr
を入力パラメータとして渡します。プログラムは、addrの値によって、異なる設定メソッ
ドをコールします。addrの値が NULLの場合、setNull()をコールします。addrの値が
NULL以外の場合、setCustomDatum()をコールします。 

44行目行目行目行目 :   戻り値 addrをフェッチします。この OracleCallableStatementオブジェクトから
は Address型のカスタム・オブジェクトが戻されるので、getCustomDatum()メソッド
を使用して、それを取り出します。（Addressクラスは、JPublisherで作成できます。）
getCustomDatum()メソッドでは、ファクトリ・メソッド Address.getFactoryを使用
して、Addressオブジェクトのインスタンスを生成する必要があります。
getCustomDatum()は Datumを戻り値とするため、その出力を Addressオブジェクトに
キャストする必要があります。

45、、、、46行目行目行目行目 :  Oracle CallableStatementオブジェクトを終了した後で、addr変数が戻されま
す。

JDBCバージョンのコード化での要件バージョンのコード化での要件バージョンのコード化での要件バージョンのコード化での要件
次は、JDBCバージョンのサンプル・コードのコード化での要件です。

� getEmployeeAddress()および updateAddress()の定義に、接続オブジェクトを
明示的に含めること。

� 長い SQL文字列は、SQL連結文字（"+"）で連結すること。

� 明示的にリソースを管理すること。（たとえば、ResultSetオブジェクトや Statementオ
ブジェクトを終了することが必要です。）

� 必要に応じて、データ型をキャストすること。 

� 出力パラメータとして登録するオブジェクトとファクトリ・オブジェクトの _SQL_
TYPECODEおよび _SQL_NAMEに関する知識があること。

� NULLデータを明示的に処理すること。
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� CallableStatementおよび PreparedStatementのホスト変数に、パラメータ・マーカーを
付けること。

� Statementオブジェクトを再利用する場合（たとえば、getEmployeeAddress()や
updateAddress()を幾度もコールする場合）には、このコードを明示的に作成するこ
と。 リリース 8.1.7では、Oracle SQLJと Oracle JDBCの両方が文のキャッシングをサ
ポートしています。

JDBCプログラムの管理プログラムの管理プログラムの管理プログラムの管理
JDBCプログラムの場合、管理に手間がかかることがあります。たとえば、前述のサンプ
ル・コードに別の WHERE句を追加した場合は、SELECT文字列を変更する必要があります。
新しいホスト変数を追加した場合は、他のホスト変数の索引を 1ずつ増やす必要がありま
す。JDBCプログラムの変更箇所が 1行のみの場合でも、プログラム内で他のいくつもの箇
所を変更する必要が生じることもあります。

SQLJバージョンのサンプル・コードバージョンのサンプル・コードバージョンのサンプル・コードバージョンのサンプル・コード
次は、SQLJバージョンのサンプル・コードです。このコードには、データベースから従業
員の住所を取り出し、それを更新し、更新後の住所をデータベースに戻すメソッドが定義さ
れています。 

import java.sql.*;

/**
  This is what we have to do in SQLJ
  **/
public class SimpleDemoSQLJ                                  // line 6
{
  //TO DO: make a main that calls this

  public Address getEmployeeAddress(int empno)              // line 10
    throws SQLException
  {
    Address addr;                                           // line 13
    #sql { SELECT office_addr INTO :addr FROM employees
           WHERE empnumber = :empno };
    return addr;
  }
                                                            // line 18
  public Address updateAddress(Address addr)
    throws SQLException
  {
    #sql addr = { VALUES(UPDATE_ADDRESS(:addr)) };          // line 23
    return addr;
  }
}
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10行目行目行目行目 :   getEmployeeAddress()メソッドは、Connectionオブジェクトを必要としませ
ん。SQLJでは、すでにアプリケーションで定義されているデフォルトの接続コンテキスト・
インスタンスが使用されます。 

13～～～～ 15行目行目行目行目 :   getEmployeeAddress()メソッドは、従業員番号に基づいて従業員の住所
を取り出します。標準の SQLJ SELECT INTO構文を使用して、employee表から従業員のア
ドレスを選択します。その場合、getEmployeeAddress()に渡された従業員番号
（empno）と一致した従業員番号を持つ従業員の住所が選択されます。この処理には、デー
タを受け取る Addressオブジェクト（addr）を宣言する必要があります。empnoおよび
addrの各変数は、入力ホスト変数として使用されます。（ホスト変数は、バインド変数とも
呼ばれます。） 

16行目行目行目行目 :   getEmployeeAddress()メソッドは、addrオブジェクトを戻り値とします。 

19行目行目行目行目 :   updateAddress()メソッドでも、デフォルトの接続コンテキスト・インスタン
スが使用されます。 

19～～～～ 23行目行目行目行目 :  取り出された住所は updateAddress()メソッドに渡され、このメソッドか
らデータベースに渡されます。データベースでその住所が更新され、更新されたデータが戻
されます。実際の住所更新処理は、UPDATE_ADDRESS()ストアド・ファンクションによっ
て実行されます。（このファンクションのコードは、このサンプルには示してありません。）
標準の SQLJファンクション・コール構文を使用して、UPDATE_ADDRESS()から出力され
たオブジェクト（addr）を取り出します。 

24行目行目行目行目 :   updateAddress()メソッドは、addrオブジェクトを戻り値とします。 

SQLJバージョンのコード化での要件バージョンのコード化での要件バージョンのコード化での要件バージョンのコード化での要件
SQLJバージョンのサンプル・コードのコード化に関して、要件の有無を次に示します。

� 明示的な接続が必要ないこと。SQLJでは、すでにアプリケーションにデフォルトの接
続コンテキストが定義されていることを前提としています。 

� データ型のキャストは不要です。

� SQLJでは、_SQL_TYPECODE、_SQL_NAMEやファクトリ・オブジェクトの知識は不要
です。 

� NULLデータの暗黙的な処理は必要です。

� リソースの明示的な管理（たとえば、ResultSetオブジェクトや Statementオブジェクト
の終了）は不要です。 

� SQLJではホスト変数の埋込みが必要です。これに対し、JDBCではパラメータ・マー
カーが使用されます。

� 長い SQL文での文字列の連結は不要です。 
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� 出力パラメータの登録は不要です。

� SQLJ構文は簡略化されています。具体的には、SQLJでは SELECT INTO文はサポート
されていますが、OBDC形式のエスケープは不使用になっています。

� 文のキャッシングは、自分で実装する必要はありません。SQLJではデフォルトで自動
的に #sql文のキャッシングが行われ、パフォーマンスが改善されるようになっていま
す。たとえば、getEmployeeAddress()と updateAddress()とを繰り返しコール
した場合などにキャッシングが行われます。
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パフォーマンスとデバッグパフォーマンスとデバッグパフォーマンスとデバッグパフォーマンスとデバッグ

この付録では、SQLJアプリケーションのパフォーマンスを向上させ、SQLJのソース・コー
ドを実行時にデバッグするための機能、ユーティリティおよびヒントについて説明します。
次の項目について説明します。

� パフォーマンス強化の機能

� デバッグ用の AuditorInstallerカスタマイザ

� SQLJのデバッグ機能に関するその他の注意事項
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パフォーマンス強化の機能パフォーマンス強化の機能パフォーマンス強化の機能パフォーマンス強化の機能
Oracle SQLJには、データベースへのアクセスを効率化することによって、パフォーマンス
を向上させるための機能が提供されています。具体的には、次の機能があります。

� 行プリフェッチ - データベースからの問合せ結果を一度に 1行ではなく、複数行単位で
取り出す機能です。

� バッチ更新（挿入や削除も含む） - データベースでの更新、挿入、削除内容を一度に 1つ
ではなく、バッチ単位で転送する機能です。

� 文のキャッシング - プリコンパイルされた SQL文をメモリーに格納し再利用することに
より、サーバーで処理が繰り返されるのを防ぐ機能です。

� 列定義 - 列型とサイズを事前定義することにより、データベースへのラウンドトリップ
を減らす効果をもたらす機能です。

� パラメータ・サイズ定義 - ホスト変数のサイズを事前定義することにより、メモリーの
使用効率を改善する機能です。

上に示した機能に対する Oracle JDBCサポートの詳細は、『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。

前述した Oracle SQLJ（および JDBC）パフォーマンス強化に加えて、SQLJプログラムでは
SQL操作に関するオプティマイザ・ヒントを使用できます。同様に、他のOracle SQL操作
に関するヒントも使用できます。 

Oracle SQLでは、SQL文をチューニングできます。その場合、/*+や --+で開始されるコ
メントを使用して、Oracleオプティマイザにヒントを渡します。SQLJトランスレータは、
これらのオプティマイザ・ヒントを認識してそれらに従い、実行時に SQL文の一部として
ヒントをデータベースに渡します。

Oracle8iの SQLの最適化のための拡張機能を使用すると、SQLJストアド・ファンクション
やその他のストアド・ファンクションのコストおよび選択性の情報を定義できます。オプ
ティマイザを使用すると、SQL実行時に、ストアド・ファンクションのコスト関数および選
択関数の起動、他の実行方法の評価、および最も効率的な方法の選択ができます。

Oracleオプティマイザの詳細は、『Oracle8i SQL リファレンス』を参照してください。

コード中に Oracleパフォーマンス拡張機能を使用する場合は、次の要件が伴うので注意し
てください。

� Oracle JDBCドライバを使用する必要があります。

注意注意注意注意 : 行のセットを値の配列にフェッチするバッチ・フェッチは、
Oracle SQLJでも Oracle JDBCでもサポートされていません。
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� プロファイルを適切にカスタマイズする必要があります（デフォルトのカスタマイザ
oracle.sqlj.runtime.util.OraCustomizerを使用することをお薦めします）。

� アプリケーション実行時に Oracle SQLJランタイムを使用する必要があります。

（Oracle SQLJランタイムとOracle JDBCドライバは、Oracleカスタマイザを使用してプロ
ファイルをカスタマイズするときは常にアプリケーションで必要となるもので、Oracle拡張
機能をコード中に使用しない場合にもこのことが当てはまります。）

行プリフェッチ行プリフェッチ行プリフェッチ行プリフェッチ
標準の JDBCは、問合せ結果を 1行ずつ取り出します。つまり、データベースとのやり取り
を問合せ結果の行数分繰り返す必要があります。行プリフェッチを使用すると、一度に複数
行の結果を効率的に取り出すことが可能になります。 

特定の接続コンテキストのインスタンスを使用した問合せに対して、プリフェッチする行数
を指定するには、使用する JDBC Connectionオブジェクトを OracleConnectionオブ
ジェクトにキャストします。次の例は、デフォルト接続で、プリフェッチする行数を 20に
設定しています。

((OracleConnection)DefaultContext.getDefaultContext().getConnection()).setDefaultRowPrefetch(20);

この値は、使用する接続コンテキストのインスタンスごとに個別に設定する必要がありま
す。たとえば、宣言された接続コンテキスト・クラスの ctxというインスタンスに対して
は、プリフェッチする行数を次のように設定します。 

((OracleConnection)ctx.getConnection()).setDefaultRowPrefetch(20);

プリフェッチできる行数に制限はありません。JDBCでのデフォルト値は 10で、この値は
SQLJに継承されます。通常の環境では、この値で十分に対応できます。受け取る行数が多
い場合でも、この値を大きくする必要はありません。

SQLJによる行プリフェッチ機能および JDBCによるバッチ更新機能を利用したサンプル・
アプリケーションについては、12-68ページの「プリフェッチのデモ : PrefetchDemo.sqlj」
を参照してください。

文のキャッシング文のキャッシング文のキャッシング文のキャッシング
SQLJには文のキャッシング機能が用意されています。この機能は、ループや繰り返して呼
ばれるメソッドなどで使用される実行文を減少させることによりパフォーマンスを改善する
機能です。文をキャッシュした後で実行すると、コードの再解析や、 Statementオブジェク
トの再作成、パラメータ・サイズの定義の再計算をする必要がなくなります。 

文のキャッシングに関する文のキャッシングに関する文のキャッシングに関する文のキャッシングに関する Oracle JDBCのサポートのサポートのサポートのサポート
文のキャッシングは標準 SQLJ機能であって、特定の JDBCドライバは必要ではありません。
ただし、インタフェース sqlj.runtime.profile.ref.ClientDataSupportを実装し
たドライバを使用すると、キャッシングの堅牢性が向上します。リリース 8.1.6以降の
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Oracle JDBCドライバにはこのインタフェースが実装されたため、次のような機能を利用で
きます。

� アプリケーション全体で静的キャッシュを 1つのみ使用するのではなく、データベース
接続のたびに別個のキャッシュを使用できます。

� 同じ接続からの複数の接続コンテキスト・クラスのインスタンスの間でキャッシュされ
た文を共有できます。

キャッシュを 1つ使用した場合、ClientDataSupportが実装されていない汎用 JDBCド
ライバの場合と同様、一方の接続で文を実行したために、もう一方の接続で実行した文がフ
ラッシュされてしまうことがあります（文のキャッシュ・サイズ、つまりキャッシングの許
容される文の上限の数が超過した場合）。 

文のキャッシュ・サイズに対応した文のキャッシュ・サイズに対応した文のキャッシュ・サイズに対応した文のキャッシュ・サイズに対応した Oracleカスタマイザ・オプションカスタマイザ・オプションカスタマイザ・オプションカスタマイザ・オプション
Oracleカスタマイザ（Oracle SQLJトランスレータを使用時にデフォルトで実行されます）
の使用時のデフォルトでは、文のキャッシングがアプリケーションで使用可能となります。

文のキャッシュ・サイズのデフォルトは 5です。つまり、毎回の接続時にキャッシングの対
象となる文は最大 5つであるということです。文のキャッシュ・サイズを変更する場合や、
文のキャッシングを無効化（キャッシュ・サイズを 0に設定）する場合は、Oracleカスタマ
イザの stmtcacheオプションを使用します。詳細は、10-31ページの「Oracleカスタマイ
ザ用の文のキャッシュ・サイズ・オプション（stmtcache）」を参照してください。

接続コンテキスト・クラスをいくつか使用するに伴ってプロファイルもいくつか使用する場
合は、各プロファイルごとに個別に SQLJ（事実上はカスタマイザ）を実行すると、それぞ
れの文のキャッシュ・サイズを個別に設定できます。

実行時、文のキャッシュ・サイズは、適切な SQLJプロファイルによって接続に対して決定
されます。この SQLJプロファイルとは、この接続でインスタンス化された最初の接続コン
テキスト・クラスに対応するプロファイルのことです。文のキャッシュ・サイズの設定値
は、プロファイルのカスタマイズ時に設定した Oracleカスタマイザの stmtcacheオプショ
ンの値に応じて決まります。接続時に最初の文が実行されたとき、その接続に使用する実行
時の文のキャッシュ・サイズが設定されます。

文のキャッシングに関する制約文のキャッシングに関する制約文のキャッシングに関する制約文のキャッシングに関する制約
文のキャッシュを使用すると、キャッシュ・サイズが 1の場合でも、たいていの SQLJアプ
リケーションではパフォーマンスが向上します。ただしこの場合は、次の留意点がありま
す。

� 各文が 1回しか実行されない場合は、利点があるわけではありません。

� 複数回実行した文を使用して 1回実行した文をインターリーブするのは避けてください。
実行回数が 1回のみである文を使用すると、文のキャッシュ中に不必要な領域がとられ
てしまうため、キャッシュ・サイズが上限を超えたときに問題が浮上します。実行回数
が 1回のみである文に対しては、上述の方法のかわりに、別の接続コンテキスト・クラ
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スを使用してこの接続コンテキスト・クラスのキャッシングを無効にする方法を適用で
きます。

� 文が別々の場合は各文中の SQL操作が同じでも、別個の文として認識され、処理も
キャッシングも別々に実行されます。代替方法として、SQL操作をメソッド中に記述し
て、このメソッドを繰り返しコールする方法もあります。

文のキャッシュ・サイズは、慎重に選択してください。キャッシュ・サイズが小さすぎると
キャッシュが満杯になり、文が再実行されないうちにフラッシュしてしまいます。大きすぎ
る場合は、データベースやプログラムのリソースが使い果たされてしまう可能性がありま
す。

文のキャッシングを使用したからといって、操作自体の実行セマンティクスは通常は変わり
ませんが、場合によっては変わることもあります。たとえば、リソース解放時に例外を送出
するための文を作成した場合がこれに該当します。キャッシングを使用すると、接続のク
ローズまたはキャッシュから文がフラッシュ（キャッシュ・サイズが上限を超えたときに
も、文がフラッシュされます）が行われない限り、例外が送出されなくなります。

バッチ更新機能バッチ更新機能バッチ更新機能バッチ更新機能
バッチ更新機能（Sun Microsystems JDBC 2.0の仕様ではバッチ更新と呼ばれる）では、
UPDATE、DELETEおよび INSERT文が処理可能です。これらの文は、バッチ可能でしかも
互換性があります（後述）。そのため、一括してデータベースに転送し実行するまでの処理
は一度で済むので、データベースへの無駄なラウンドトリップが省けます。以前のリリース
では、このバッチ更新機能が Oracle JDBC拡張機能としてサポートされていた一方、Oracle 
SQLJでは未対応になっていました。現行のリリース 8.1.6では、この機能が JDBC 2.0およ
び SQLJの仕様に含まれるようになったため、Oracle JDBCおよび Oracle SQLJの両方でサ
ポートされるようになっています。バッチ更新機能は、一般に、ループ内で繰り返し実行す
る操作に有効です。

SQLJのバッチ更新機能は、実行コンテキストの使用とつながりがあります。このバッチ更
新機能は、各実行コンテキストごとに有効化 /無効化の個別指定が可能で、各実行コンテキ
ストのインスタンスにはそのインスタンス自体のバッチが保持されます。

注意注意注意注意 : Oracleアプリケーションでは、文のキャッシュ・サイズとアプリ
ケーション（直接または SQLJを使用）でオープンしている JDBC文の最
大個数とを合計した数を、各セッションで利用できるカーソルの最大個数
よりも少ない数とする必要があります。同時にオープンすることのできる
文の最大個数は、カーソルの最大個数に基づいて決まるからです。

注意注意注意注意 : バッチ更新を行う場合は、Oracleカスタマイザでアプリケーショ
ンをカスタマイズする必要があります。
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バッチ可能かつ互換性のある文バッチ可能かつ互換性のある文バッチ可能かつ互換性のある文バッチ可能かつ互換性のある文
ある文を既存のバッチの文に追加できるかどうかは、次のような 2つの基準によって決まり
ます。

� バッチ可能な文かどうか。どんな場合にも、1つに一括できない文もあります。

� 既存のバッチの文との互換性のある文かどうか。

バッチ可能バッチ可能バッチ可能バッチ可能  Oracle SQLJの現行リリース 8.1.6では、次の文がバッチ可能になっています。

� UPDATE

� INSERT

� DELETE

ただし、次のような制約があるので注意してください。

� UPDATE文や INSERT文にストリーム・ホスト式を 1つ以上記述した場合、バッチ可能
ではなくなります。

将来のリリースや他の SQLJ実装では、バッチ可能な文がさらに追加される可能性がありま
す（具体的には、ストアド・プロシージャ・コールや DDL文など）。

互換性互換性互換性互換性  Oracle SQLJリリース 8.1.6では、同じ文の各インスタンス間で互換性が確保されま
す。このことは、次のどちらかの場合に起こります。

� ループ内で文が繰り返し実行される場合

� メソッドで文が実行され、しかもそのメソッドが繰り返しコールされる場合

将来のリリースや他の SQLJ実装では、互換性の確保された文がさらに追加される可能性が
あります（具体的には、ホスト式を含まない文のインスタンスなど）。

バッチ更新機能の有効化バッチ更新機能の有効化バッチ更新機能の有効化バッチ更新機能の有効化 /無効化無効化無効化無効化
SQLJのバッチ更新機能は、各実行コンテキストごとに個別に実行されます。各実行コンテ
キスト・インスタンスは、他の実行コンテキスト・インスタンスとは独立してバッチ更新機
能を有効化することが可能で、しかも各インスタンスは、そのインスタンス自体のバッチが
保持されます。

特定の実行コンテキスト・インスタンスに対してバッチ更新機能の有効化 /無効化を指定す
るには、その実行コンテキスト・インスタンスの setBatching()メソッドを使用します。
このメソッドは、入力としてブール値をとります。

...
ExecutionContext ec = new ExecutionContext();
ec.setBatching(true);
...
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または、次のように指定します。

...
ExecutionContext ec = new ExecutionContext();
ec.setBatching(false);
...

バッチ更新機能は、デフォルトでは無効になります。

ある実行コンテキストに対してバッチ更新機能が有効になっているかどうかを調べるには、
その実行コンテキスト・インスタンスの isBatching()メソッドを使用します。

ExecutionContext ec = new ExecutionContext();
...
boolean batchingOn = ec.isBatching();

ただし、上に示した指定では、現在のバッチが未完了のままになっているかどうかは、提示
されません。

明示的暗黙的なバッチ実行明示的暗黙的なバッチ実行明示的暗黙的なバッチ実行明示的暗黙的なバッチ実行
未完了のバッチ更新は、必要であれば明示的に実行できますが、状況によっては暗黙的に実
行されます。 

明示的な実行明示的な実行明示的な実行明示的な実行  バッチ更新機能を明示的に実行するには、実行コンテキスト・インスタンス
の executeBatch()メソッドを使用します。このメソッドは、更新カウントの int配列を
戻り値としています。この詳細は、A-10ページの「実行コンテキストの更新カウント」を
参照してください。

バッチを明示的に実行する例を次に示します。

...
ExecutionContext ec = new ExecutionContext();
ec.setBatching(true);
...
double[] sals = ...;

注意注意注意注意 : 既存の文のバッチは、setBatching()メソッドの処理対象には
なりません。バッチ更新の有効化 /無効化には関係なく、既存のバッチに
ついては実行や取消しが行われないようになっています。

注意注意注意注意 : バッチ実行中に例外が発生する場合もあるので、そうした例外に
よる影響を考慮することは重要です。A-14ページの「バッチ実行中のエ
ラー状態」を参照してください。
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String[] empnos = ...;
for (int i = 0; i < empnos.length; i++)
{
   #sql [ec] { UPDATE emp SET sal = :(sals[i]) WHERE empno = :(empnos[i]) };
}
int[] updateCounts = ec.executeBatch();
...

暗黙的な実行暗黙的な実行暗黙的な実行暗黙的な実行  未完了のバッチが存在するときは、次のような場合に暗黙的に実行されます。

� バッチ処理を行うことができない実行文が出現した場合。この場合最初に既存のバッチ
が実行の対象となり、次にバッチ処理の行うことができない文が実行されます。

� ある UPDATE文がバッチ可能であっても、既存のバッチとは非互換（つまり、その文
のインスタンスではない）の場合は、バッチが実行された後で、非互換の文から新規の
バッチが生成されます。

� 事前定義されたバッチ数の上限（指定された文の数）に達した場合。詳細は、A-11ペー
ジの「バッチ制限の設定」を参照してください。

次は、その例です。最初にあるバッチが生成され、バッチ処理の行われない文が出現した時
に暗黙的に実行されます。その後で、新しいバッチが生成され、バッチ可能であるが非互換
の文が出現した時に、暗黙的に実行されます。

ExecutionContext ec = new ExecutionContext();
ec.setBatching(true);
...
/* Statements in the following loop will be placed in a batch */
double[] sals = ...;
String[] empnos = ...; 
for (int i = 0; i < empnos.length; i++) 
{
   #sql [ec] { UPDATE emp SET sal = :(sals[i]) WHERE empno = :(empnos[i]) };
}

/* a SELECT is unbatchable so causes the batch to be executed */
double avg;
#sql [ec] { SELECT avg(sal) INTO :avg FROM emp };

/* Statements in the following loop will be placed in a new batch */
double[] comms = ...;
for (int i = 0; i < empnos.length; i++) 

注意注意注意注意 : executeBatch()の起動時に、実行コンテキスト・インスタン
スに未完了のバッチがなければ、このメソッドの戻り値は nullになりま
す。
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{
   #sql [ec] { UPDATE emp SET comm = :(comms[i]) WHERE empno = :(empnos[i]) };
}

/* the following update is incompatible with the second batch, so causes it to be 
executed */
int smithdeptno = ...;
#sql [ec] { UPDATE emp SET deptno = :smithdeptno WHERE ename = 'Smith' };

暗黙的に実行されたバッチの更新カウントを取得するには、その実行コンテキスト・インス
タンスの getBatchUpdateCounts()メソッドを起動します。このメソッドの起動後、こ
の実行コンテキスト・インスタンスで正常に実行されたバッチのうち、最後のバッチの実行
更新カウントが戻り値として戻されます。SELECT文および最後の UPDATE文の後に、次の
コード文が挿入される場合があります。

int[] updateCounts = ec.getBatchUpdateCounts();

上に示した各 UpdateCounts（更新カウント）の意味は、A-10ページの「実行コンテキスト
の更新カウント」を参照してください。

バッチの取消しバッチの取消しバッチの取消しバッチの取消し
実行コンテキストの未完了のバッチを取り消すには、その実行コンテキスト・インスタンス
の cancel()メソッドを使用します。たとえば、バッチ実行時に発生した例外のイベント内
で、実行済みであるが、コミットされていないバッチを取り消すことができます。次に例を
示します。

...
ExecutionContext ec = new ExecutionContext();
ec.setBatching(true);
...
double[] sals = ...;
String[] empnos = ...;
for (int i = 0; i < empnos.length; i++)
{
   #sql [ec] { UPDATE emp SET sal = :(sals[i]) WHERE empno = :(empnos[i]) };
}

try 
{ 

注意注意注意注意 : 実行コンテキスト・インスタンスに対して正常に実行されたバッ
チ更新がなければ、getBatchUpdateCounts()の戻り値は nullになり
ます。
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   int[] updateCounts = ec.executeBatch();
} catch ( SQLException exception) { ec.cancel(); }
...

あるバッチを取り消した場合、次のバッチ可能な文から新規のバッチが開始されます。

実行コンテキストの更新カウント実行コンテキストの更新カウント実行コンテキストの更新カウント実行コンテキストの更新カウント
現行リリース 8.1.6では、更新カウントの配列（ある実行コンテキスト・インスタンスの
executeBatch()メソッドまたは getBatchUpdateCounts()メソッドの戻り値）から
は、バッチの文で更新された行数カウントはわかりません。この戻り値からわかるのは、各
文の更新の成功・不成功を示す値のみです。 このため、バッチ処理が無効である場合、実行
コンテキスト・インスタンスの getUpdateCount()メソッドの戻り値である単一の更新カ
ウントと前に示したカウントは機能が異なるものです。この詳細は、7-17ページの「状態メ
ソッド」で解説します。

いくつかの文を 1つに一括してバッチ実行すると、getUpdateCount()からの戻り値であ
る単一の更新カウントの内容も変更されます。

getUpdateCount()の戻り値の戻り値の戻り値の戻り値  バッチ可能な環境では、実行コンテキスト・インスタンスの
getUpdateCount()メソッドの戻り値は、各文が出現するたびに修正されます。この戻り
値は、ExecutionContextクラスの static定数の値（次のうちの 1つ）で更新されます。

� NEW_BATCH_COUNT - 最後に出現した文に対して新規のバッチが生成されたことを示す
定数

� ADD_BATCH_COUNT - 最後に出現した文が、既存のバッチに追加されたことを示す定数

� EXEC_BATCH_COUNT - 最後の文が出現した後で、未完了のバッチが明示的または暗黙
的に実行されたことを示す定数

上に示した定数を参照するには、次の修飾名を使用します。 

ExecutionContext.NEW_BATCH_COUNT
ExecutionContext.ADD_BATCH_COUNT
ExecutionContext.EXEC_BATCH_COUNT

executeBatch()またはまたはまたはまたは getBatchUpdateCounts()の戻り値の戻り値の戻り値の戻り値  バッチが明示的または暗黙的に実行さ
れた後に executeBatch()や getBatchUpdateCounts()から戻された配列には、文の
実行の正常・異常終了のみが示されます。各バッチの文には、それぞれ配列要素がありま

注意注意注意注意 : 

� cancel()をコールすると、現時点で実行中の文もすべて取り消され
ます。

� バッチを取り消したからといって、バッチ更新は無効になりません。
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す。JDBC 2.0仕様によると、配列要素の値が -2なら、対応する文の実行は正常終了したが、
更新行数は不明であるという意味になります。

バッチの実行後に配列の値すべてに目を通しても、大して意味がありません。この戻り値と
しての配列に対するチェックとしては、実行前にバッチ形態にまとめられた文の数を確認す
ることのみが挙げられ、具体的には実行の正常終了後（基本的には、例外を発生しないバッ
チ実行後）に配列の要素数をチェックします。

複数の文が一括されてそのバッチが実行される段階では、更新カウントの配列は未更新に
なっています。

バッチ制限の設定バッチ制限の設定バッチ制限の設定バッチ制限の設定
事前定義された数の文がバッチされてから次の文が追加されるまでの間に、各更新バッチが
実行されるように指定できます。次のように、実行コンテキスト・インスタンスの
setBatchLimit()メソッドを使用し、0でない正の整数を入力します。

...
ExecutionContext ec = new ExecutionContext();
ec.setBatching(true);
ec.setBatchLimit(10);
...
double[] sals = ...;
String[] empnos = ...; 
for (int i = 0; i < 20; i++) 
{
   #sql [ec] { UPDATE emp1 SET sal = :(sals[i]) WHERE empno = :(empnos[i]) };
}

このループの実行回数は 20回ですが、文のバッチとバッチの実行は 11回目のループ中（11
個目の文がバッチに追加される前）に完了します。ループの中では、バッチはループの 2回
目には処理されないので注意してください。アプリケーションがループを抜けた後は、別の
文を実行するか、バッチを明示的に実行するまでは最後の 10個の文はこの未実行のバッチ
の中に残ります。

ExecutionContextクラスの static定数（次の 2つのどちらか）は、setBatchLimit()
への入力として使用できます。

� AUTO_BATCH - SQLJランタイムにバッチ制限を判断させるための定数

� UNLIMITED_BATCH（デフォルト） - バッチ制限のないことを明示する定数

次にその例を示します。

...
ExecutionContext ec = new ExecutionContext();
ec.setBatching(true);
ec.setBatchLimit(ExecutionContext.AUTO_BATCH);
...
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または、次のように指定します。

ec.setBatchLimit(ExecutionContext.UNLIMITED_BATCH);
...

現在のバッチ制限をチェックするには、実行コンテキスト・インスタンスの
getBatchLimit()メソッドを使用します。

非互換の文に対するバッチ処理非互換の文に対するバッチ処理非互換の文に対するバッチ処理非互換の文に対するバッチ処理
既存のバッチ形態の文とは互換性がない文をバッチ処理する際に、このバッチを暗黙的に実
行しない場合は、別個の実行コンテキスト・インスタンスを使用してください。次に例を示
します。

...
ExecutionContext ec1 = new ExecutionContext();
ec1.setBatching(true);
ExecutionContext ec2 = new ExecutionContext();
ec2.setBatching(true);
...
double[] sals = ...;
String[] empnos = ...; 
for (int i = 0; i < empnos.length; i++) 
{
   #sql [ec1] { UPDATE emp1 SET sal = :(sals[i]) WHERE empno = :(empnos[i]) };
   #sql [ec2] { UPDATE emp2 SET sal = :(sals[i]) WHERE empno = :(empnos[i]) };
}
int[] updateCounts1 = ec1.executeBatch();
int[] updateCounts2 = ec2.executeBatch();
...

かわりの方法としては、単一の実行コンテキストと別個のループを使用し、EMP1の更新を
すべて一括して実行した後で、EMP2の更新を実行する方法があります。具体的には、次の
ようにします。

...
ExecutionContext ec = new ExecutionContext();
ec.setBatching(true);
...
double[] sals = ...;
String[] empnos = ...; 

注意注意注意注意 : この例では、2つの UPDATE文が互いに依存しないことを前提と
しています。相互に依存しあう文を別々の実行コンテキストでバッチ処理
するのは避けてください。必ずしも各文を実行した順序で実行できるとは
限らないからです。
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for (int i = 0; i < empnos.length; i++) 
{
   #sql [ec] { UPDATE emp1 SET sal = :(sals[i]) WHERE empno = :(empnos[i]) };
}
for (int i = 0; i < empnos.length; i++) 
{
   #sql [ec] { UPDATE emp2 SET sal = :(sals[i]) WHERE empno = :(empnos[i]) };
}
ec.executeBatch();
...

（この例の最初のバッチは暗黙的に実行されているのに対し、2番目のバッチは明示的に実行
されます。）

暗黙的な実行コンテキストを使用したバッチ更新機能暗黙的な実行コンテキストを使用したバッチ更新機能暗黙的な実行コンテキストを使用したバッチ更新機能暗黙的な実行コンテキストを使用したバッチ更新機能
ここまでのすべてのバッチ更新の例では、明示的な実行コンテキスト・インスタンスを指定
してきました。あらゆる実行コンテキスト・インスタンスが暗黙的な実行コンテキスト・イ
ンスタントを持てば必要ありません。たとえば、デフォルト接続の暗黙的な実行コンテキス
ト・インスタンスを参照するには、次のようにします。

DefaultContext.getDefaultContext().getExecutionContext().setBatching(true);
...
double[] sals = ...;
String[] empnos = ...; 
for (int i = 0; i < empnos.length; i++) 
{
   #sql { UPDATE emp SET sal = :(sals[i]) WHERE empno = :(empnos[i]) };
}
// implicitly execute the batch and commit
#sql { COMMIT };

上の方法のかわりに、このバッチを明示的に実行することも可能です。

DefaultContext.getDefaultContext().getExecutionContext().executeBatch();

バッチ更新機能に関する一般的な注意バッチ更新機能に関する一般的な注意バッチ更新機能に関する一般的な注意バッチ更新機能に関する一般的な注意
バッチ更新機能処理を使用する場合、特に、実行コンテキスト・インスタンスがバッチの文
とバッチ形態でない文とを混合する場合は、次の点に注意してください。

� バッチ形態でない文はバッチの文に依存するので、まずバッチの文を実行し、その後で
バッチ形態でない文を実行する必要があります。

� JDBC COMMIT操作や ROLLBACK操作、つまり、JDBC Connectionインスタンスの自動
コミットまたは commit()メソッドまたは rollback()メソッドを使用する場合は、
バッチ中の未完了の文は実行されません。
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SQLJ COMMIT文または ROLLBACK文（#sql { COMMIT };または
#sql { ROLLBACK };）を使用するとバッチ中の未完了の文が実行されます。この理
由からも、変更内容のコミットやロールバックには、常に #sql構文を使用することを
お薦めします。この構文を使用すると、SQLJリソースと JDBCリソースの両方をク
リーン・アップできます。

� バッチ処理の行えない文または非互換の文が現れてバッチが暗黙的に実行された場合、
そのバッチは、バッチ処理の行われない文または非互換の文が実行される前、文の入力
パラメータが評価されて目的の文に渡された後で実行されます。

� バッチ可能な実行コンテキスト・インスタンスのうち特定のインスタンスのみの使用を
中止する際は、リソースを解放するために、未完了のバッチを暗黙的に実行するか、取
り消すことをお薦めします。

バッチ実行中のエラー状態バッチ実行中のエラー状態バッチ実行中のエラー状態バッチ実行中のエラー状態
ある文が原因でバッチ実行中に例外が発生した場合、次の点に注意してください。

� 例外発生の原因となった文よりも後で処理されるバッチの文は、実行の対象とはなりま
せん。

� 例外が発生する前にすでに実行されたバッチの文は、ロールバックの対象とはなりませ
ん。

� 別の（バッチ処理の行えないか非互換の）文が現れたために例外が発生したバッチは、
暗黙的な実行を試みても実行されません。

JDBC 2.0でのバッチ実行時に例外が発生した場合、標準
java.sql.BatchUpdateExceptionクラスのインスタンス（つまり、
java.sql.SQLExceptionクラスのサブクラス）が使用されます。（JDK 1.1.xの Oracle 
JDBCドライバでは、oracle.jdbc2.BatchUpdateExceptionクラスでバッチ更新の例
外がサポートされます。）

BatchUpdateExceptionクラスの getUpdateCounts()メソッドは、例外が発生する前
に正常に実行した文に対して、戻り値として更新カウントの配列を戻します。この配列は、
ExecutionContext class executeBatch()メソッドや getBatchUpdateCounts()メ
ソッドの戻り値と同じ配列です。

注意注意注意注意 : すでに一括で実行した文は、ロールバックの対象とはならないの
で、バッチ更新処理機能を使用する際は自動コミットを無効にする必要が
あります。無効にすると、例外発生時にバッチの一部に対してコミットの
要否を選択できるからです。
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再帰的コールインとバッチ更新機能再帰的コールインとバッチ更新機能再帰的コールインとバッチ更新機能再帰的コールインとバッチ更新機能
11-23ページの「サーバーでの再帰的 SQLJコール」でも説明したとおり、SQLJストアド・
プロシージャでは、あるプロシージャから別のプロシージャをコールすると、2つのプロ
シージャが同時に 1つの実行コンテキスト・インスタンスを使用することになります。バッ
チ更新フラグ（実行コンテキスト・インスタンスの setBatching()メソッドを使用して設
定）は、フラグを設定したストアド・プロシージャには関係なく、その実行コンテキストの
属性と同じ動作をします。このフラグ設定値は、どちらかのストアド・プロシージャ内にあ
る次の実行文に反映されます。

このため、再帰的コール・インのたびにサーバーではバッチ更新機能が自動的に無効化され
ます。再帰的に起動されるプロシージャでは、未完了のバッチは実行されますが、バッチ処
理は行われなくなります。

こうした動作を回避するには、バッチ可能なストアド・プロシージャで明示的な実行コンテ
キスト・インスタンスを使用します。

列の定義列の定義列の定義列の定義
Oracle SQLJでは、列の型およびサイズの定義に Oracle JDBCのサポートが反映されていま
す。ドライバの実装は、各 Oracle JDBCドライバごとに若干異なりますが、列の型およびサ
イズを登録すると、各問合せごとのデータベースとのやり取りが軽減されます。Oracle 
JDBC Thinドライバには、特にこのことが当てはまります。

列の定義に関する列の定義に関する列の定義に関する列の定義に関する Oracle SQLJ実装実装実装実装
Oracle SQLJでは列の定義を有効にすると、次に示したような、列型とサイズを登録するた
めの手順が自動的に開始されます。

� カスタマイズの際に、Oracleカスタマイザから指定のデータベース・スキーマへの接続
が行われ、取得する列型とサイズが求められた後で、この情報が SQLJプロファイルに
書き込まれます。この処理が行われるのは、ソース・コードのトランスレーションをカ
スタマイズするための手順の際または既存プロファイルを個別にカスタマイズする際で
す。

� アプリケーション稼働時、SQLJランタイムではプロファイル中の情報を利用し、JDBC
ドライバで列型とサイズを登録します。この際に Oracle JDBC文のクラスの
defineColumnType()メソッドへのコールが使用されます。 

列の定義に使用するカスタマイザ・オプション列の定義に使用するカスタマイザ・オプション列の定義に使用するカスタマイザ・オプション列の定義に使用するカスタマイザ・オプション
列の定義を有効化するには、カスタマイザ・オプションを次のように設定します。

� Oracleカスタマイザの optcolsフラグを有効にします（SQLJコマンドラインで
-P-Coptcolsと入力します）。

� カスタマイズの際にデータベース接続用のユーザー、パスワードおよび URLを設定しま
す（SQLJコマンドラインで -P-user、-P-passwordおよび -P-urlと入力します）。
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デフォルトの OracleDriverクラスを使用する場合は、さらに、JDBCドライバ・ク
ラスも設定します（SQLJコマンドラインで -P-driverと入力します）。

各カスタマイザ・オプションの詳細は、10-21ページの「カスタマイザ固有のオプションの
概要」の optcolsの項および 10-11ページの「カスタマイザ・ハーネスのオプションの概
要」の user、password、urlおよび driverの項を参照してください。

パラメータ・サイズの定義パラメータ・サイズの定義パラメータ・サイズの定義パラメータ・サイズの定義
Oracle JDBCおよび Oracle SQLJでは、JDBCリソース割当て量が最適化できます。このた
めには、パラメータ・サイズ（次のいずれかに使用する Javaホスト変数のサイズ）を定義
します。

� ストアド・プロシージャまたはファンクション・コールの入出力パラメータ

� ストアド・ファンクション・コールからの戻り値

� SET文の入出力パラメータ

� PL/SQLブロックの入出力パラメータ

パラメータ・サイズの定義に関するパラメータ・サイズの定義に関するパラメータ・サイズの定義に関するパラメータ・サイズの定義に関する Oracle SQLJ実装実装実装実装
SQLJでは、カスタマイザ・オプション設定値とソース・コードのコメントに埋込みの「ヒ
ント」との組合せによって、パラメータ・サイズが実装されます。各オプションやヒントを
利用するには、次にようにします。

� Oracleカスタマイザのパラメータ定義オプションを使用して、パラメータ・サイズの定
義を有効にします。

� Oracleカスタマイザのパラメータ・デフォルト・サイズ・オプションを使用して、特定
のデータ型のデフォルト・サイズを指定します。

� ソース・コードのコメントにヒントを次の書式で埋め込んで、特定のデータ型のデフォ
ルト・サイズを指定変更します。

指定したホスト変数に対するパラメータ・サイズの定義を使用可能にすると、ソース・コー
ド・ヒントがあればそれに従ってリソースが割り当てられます。ソース・コード・ヒントが
ない場合、対応するデータ型のデフォルト・サイズが指定されていれば、そのデフォルト・
サイズが使用されます。ソース・コード・ヒントも該当のデフォルト・サイズも指定されて
ない場合、JDBC実装に基づいて最大のリソース量が割り当てられます。

注意注意注意注意 : カスタマイズ用のユーザー、パスワード、URLおよびドライバの
設定値は、トランスレーションの際のセマンティクス・チェックの設定値
と同じになっているわけではありません。この各設定値は、互いに無関係
だからです。
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アプリケーション稼働時に SQLJランタイムでパラメータ・サイズを登録するには、Oracle 
JDBC文のクラスに用意されている defineParameterType()メソッドと
registerOutParameter()メソッドをコールします。

パラメータ・サイズの定義に使用するカスタマイザ・オプションパラメータ・サイズの定義に使用するカスタマイザ・オプションパラメータ・サイズの定義に使用するカスタマイザ・オプションパラメータ・サイズの定義に使用するカスタマイザ・オプション
パラメータ・サイズの定義には、次のカスタマイザ・オプションを使用します。

� Oracleカスタマイザの optparamsオプション :  パラメータ・サイズの定義を有効化す
るためのオプション（SQLJコマンドラインで -P-Coptparamsと入力します）。

� Oracleカスタマイザの optparamdefaultsオプション :  特定のデータ型のデフォル
ト・サイズを設定するためのオプション（SQLJコマンドラインで
-P-Coptparamdefaults=xxxxと入力します）。

これらのオプションの詳細は、10-21ページの「カスタマイザ固有のオプションの概要」の
項を参照してください。

パラメータ・サイズの定義に使用するソース・コード・ヒントパラメータ・サイズの定義に使用するソース・コード・ヒントパラメータ・サイズの定義に使用するソース・コード・ヒントパラメータ・サイズの定義に使用するソース・コード・ヒント
パラメータ・サイズ定義のためのヒントは、次の形式で SQLJ文のソース・コードに埋め込
みます（必要であれば、コメント内に空白文字を追加してもかまいません）。

/*(size)*/

サイズはバイト単位になっています。Oracleカスタマイザの optparamsオプションを無効
にすると、ヒントが無視されます。

デフォルトのパラメータ・サイズは、新規のサイズを指定せずに（JDBC実装でのサイズの
自動割当てにより）指定変更するには、次のようにします。

/*()*/

次にその例を示します。

byte[] hash;
String name=Tyrone;
String street=2020 Meryl Street;
String city=Wichita;
String state=Kansas;
String zipcode=77777;
#sql hash = { /* (5) */ VALUES (ADDR_HASH(:name /* (20) */, :street /* () */, 
                               :city, :state, :INOUT zipcode /* (10) */ )) };

注意注意注意注意 : パラメータ定義フラグを有効にしなかった場合は、パラメータ・
サイズのデフォルトとソース・コード・ヒントが無視され、JDBC実装に
基づいて最大またはデフォルトのリソースが割り当てられます。
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デバッグ用の AuditorInstallerカスタマイザ
結果式のヒント（前述の例では結果式 hash）は、SQLJ文の大カッコの内側に記述します。
入出力ホスト変数のヒントは、前述の例に示したように、このホスト変数のすぐ後ろに記述
する必要があります。

この例では、パラメータ・サイズが次のように設定されます。

� hash - 5バイト

� name - 20バイト

� street - デフォルトを設定なしで指定変更します（JDBCによる自動割当て）

� city - なし（該当のデータ型のデフォルトが指定されていればそれが使用されます）

� state - なし（該当のデータ型のデフォルトが指定されていればそれが使用されます）

� zipcode - 10バイト

デバッグ用のデバッグ用のデバッグ用のデバッグ用の AuditorInstallerカスタマイザカスタマイザカスタマイザカスタマイザ
Oracle SQLJには、AuditorInstallerという特別なカスタマイザが提供されています。
このカスタマイザは、SQLJコマンドラインで指定したプロファイルに、オーディタと呼ば
れるデバッグ文のセットを挿入します。これらのプロファイルは、前回のカスタマイズに
よって生成済みであることが必要です。 

アプリケーションを実行すると、SQLJランタイムでデバッグ文が実行され、メソッド・
コールと戻り値のトレース情報が表示されます。 

デバッグ文を挿入するには、カスタマイズの汎用オプションの場合と同じように、先頭に
-P-を付けて、カスタマイザ・ハーネスの debugオプションを使用します。 （このオプショ
ンの構文の詳細は、A-19ページの「カスタマイザ・ハーネスの -debugオプションによる
AuditorInstallerの起動」を参照してください。）

オーディタとコード・レイヤーの概要オーディタとコード・レイヤーの概要オーディタとコード・レイヤーの概要オーディタとコード・レイヤーの概要
Oracleでは、アプリケーションのカスタマイズ時に、ランタイム機能のレベルに応じたコー
ドのレイヤー（通常のレイヤー数は 4以下）に、プロファイルが実装されます。一番下のレ
イヤーは純粋な Oracle JDBCコールを使用し、JDBCの機能を通じて実行できる SQLJ文を
実装します。上位の各レイヤーは、JDBCではサポートされていない SQLJ機能用のレイ
ヤーで、SQLJランタイムによってのみ処理されます。たとえば、JDBC結果セットを SQLJ
イテレータに変換するイテレータ変換文（CAST）用のレイヤーがあります。他には、代入
文（SET）用のレイヤーがあります。

注意注意注意注意 : いずれかのパラメータ・サイズが変更された場合（実行時に実際
のサイズが登録済みのサイズを超えた場合など）、SQLの例外が送出され
ます。
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コード・レイヤーでは、実行時に各 SQLJ実行文が、まず一番上のレイヤーに渡されます。
次に、その文を処理できるレイヤー（通常は、すべての JDBCコールを実行できるレイ
ヤー）まで、1レベルずつレイヤーを経過します。

AuditorInstallerの 1回の実行でデバッグ文を挿入できるレイヤーは 1つです。特定の
コード・レイヤーに挿入されたデバッグ文のセットを総称して、オーディタと呼びます。実
行時には、レイヤーにコールが渡されるたびに、そのレイヤーに挿入されているオーディタ
が起動されます。

通常、JDBCレイヤーより上にある特別なコード・レイヤーは、本来のデバッグ対象ではあ
りません。このため、オーディタは一番下か一番上のレイヤーに挿入します。一番上のレイ
ヤーにオーディタを挿入してランタイム・デバッグを行うと、すべての SQLJ実行文からの
メソッド・コールのトレースが出力されます。一番下のレイヤーにオーディタを挿入してラ
ンタイム・デバッグを行うと、JDBCコールを戻すすべての SQLJ実行文からのメソッド・
コールのトレースが出力されます。 

複数のレベルにオーディタを挿入するには、AuditorInstallerを複数回実行します。こ
れは、一番下のレイヤーと一番上のレイヤーにオーディタを挿入する場合などに行います。

オーディタを挿入するレイヤーの指定方法の詳細は、A-22ページの「AuditorInstallerの
depthオプション（depth）」を参照してください。

カスタマイザ・ハーネスのカスタマイザ・ハーネスのカスタマイザ・ハーネスのカスタマイザ・ハーネスの -debugオプションによるオプションによるオプションによるオプションによる AuditorInstallerの起動の起動の起動の起動
次に、Oracleカスタマイザ・ハーネスの -debugオプションを指定して、
AuditorInstallerをデフォルト・モードで実行する例を示します。

sqlj -P-debug Foo_SJProfile0.ser Bar_SJProfile0.ser

sqlj -P-debug *.ser

sqlj -P-debug myappjar.jar

debugオプションを指定すると、カスタマイザ・ハーネスのインスタンスが生成され、次の
クラスが起動されます。

sqlj.runtime.profile.util.AuditorInstaller

上に示したクラスは、デバッグ文の挿入作業を実行するクラスです。

次のオプションを使用すると、-P-debugオプションを使用した場合と同じ結果になりま
す。

-P-customizer=sqlj.runtime.profile.util.AuditorInstaller

このオプションで指定したカスタマイザは、SQLJの -default-customizerオプション
で指定されたカスタマイザよりも優先されます。
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コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  sqlj -P-debug profile_list

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  sqlj -P-debug Foo_SJProfile*.ser

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.debug（ファイルを指定する際に、プロファイルも
指定する必要があります）

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.debug（ファイルを指定する際に、プロファイルも指
定する必要があります）

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  該当なし

AuditorInstallerのランタイム出力のランタイム出力のランタイム出力のランタイム出力
AuditorInstallerでデバッグ文を挿入すると、実行時にコールされたメソッドと戻り値
がトレースされます。この処理は、デバッグ文が挿入されたすべてのプロファイル・レイ
ヤーに対して行われます。（実行時にはデバッグ出力を限定できません。）

AuditorInstallerの出力は、プロファイルのみに対応付けられています。元の .sqlj
ソース・ファイル内の行とのマッピングは、現行の時点ではサポートされていません。 

次は、AuditorInstallerのランタイム出力の例の抜粋です。この出力は、SQLJの
SELECT INTO文の出力と似ています。

注意注意注意注意 : 

� オーディタがインストールされているアプリケーションを実行するに
は、Oracle SQLJの translator.zipファイルが CLASSPATHで指
定されている必要があります。（通常は、translator.zipのサブ
セットである runtime.zipがあれば、SQLJアプリケーションを実
行できます。）

� どの Oracleカスタマイザの場合も、SQLJコマンドラインで
-P-debugと -P-helpとを指定すると、ヘルプ出力とオプション・
リストを見ることが可能です。

� -debugオプションを使用するとカスタマイザが起動しますが、SQLJ
の 1回の実行で実行できるカスタマイザは 1つのみです。このため、
このオプションを指定した場合は、他のカスタマイザを起動できませ
ん。

� -P-print、-P-debugおよび -P-verifyのうち、同時に使用でき
るのは 1つのみです。このうちのどれを使用した場合にも、専用のカ
スタマイザが起動されるためです。
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oracle.sqlj.runtime.OraProfile@1 . getProfileData (  ) 
oracle.sqlj.runtime.OraProfile@1 . getProfileData returned 
sqlj.runtime.profile.ref.ProfileDataImpl@2 
oracle.sqlj.runtime.OraProfile@1 . getStatement ( 0 ) 
oracle.sqlj.runtime.OraProfile@1 . getStatement returned 
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . setMaxRows ( 1000 ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . setMaxRows returned  
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . setMaxFieldSize ( 3000 ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . setMaxFieldSize returned  
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . setQueryTimeout ( 1000 ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . setQueryTimeout returned  
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . setBigDecimal ( 1 , 5 ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . setBigDecimal returned  
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . setBoolean ( 2 , false ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . setBoolean returned  
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . executeRTQuery (  ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . executeRTQuery returned 
oracle.sqlj.runtime.OraRTResultSet@6 
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . getWarnings (  ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . getWarnings returned null 
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . executeComplete (  ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . executeComplete returned  
oracle.sqlj.runtime.OraRTResultSet@6 . next (  ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTResultSet@6 . next returned true 
oracle.sqlj.runtime.OraRTResultSet@6 . getBigDecimal ( 1 ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTResultSet@6 . getBigDecimal returned 5 
oracle.sqlj.runtime.OraRTResultSet@6 . getDate ( 7 ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTResultSet@6 . getDate returned 1998-03-28 

メソッド・コールごとに、2行出力されます。1行目はそのコールと入力パラメータ、2行目
は戻り値を示します。

注意注意注意注意 : oracle.sqlj.runtimeパッケージ内に含まれるクラスは、
SQLJランタイム・クラスです。これらのクラスは、同じような名前の付
いた JDBCのクラスと同じ機能を持ちます。たとえば、OraRTResultSet
は、JDBC ResultSetインタフェースによる SQLJランタイム・実装で、
JDBCのクラスと同じ属性およびメソッドが含まれています。
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AuditorInstallerオプションオプションオプションオプション
他のカスタマイザと同様に、AuditorInstallerのオプションも、SQLJコマンドライン
で接頭辞 -P-Cを付けて設定できます。（SQLJプロパティ・ファイルでは、profile.Cを
使用します。）

AuditorInstallerでは、次のオプションがサポートされています。

� depth - プロファイル内のランタイム機能のレイヤーをどこまで下がるのかを指定する
ためのオプション。

� log - 挿入されたオーディタのデバッグ文からのランタイム出力を書き込むファイルを
指定するためのオプション。

� prefix - 挿入されたデバッグ文からのランタイム出力の各行に付ける接頭辞を指定す
るためのオプション。

� showReturns - ランタイム・コールをトレースした際の戻りの引数を、挿入済みの
オーディタに書き込むためのオプション。

� showThreads - ランタイム・コールをトレースした際のスレッド名を、挿入済みの
オーディタに書き込むためのオプション（マルチスレッド・アプリケーション専用）。

� uninstall - プロファイルに対して、前回 AuditorInstallerが起動したときにプロ
ファイルに挿入されたデバッグ文を削除するためのオプション。

AuditorInstallerのののの depthオプション（オプション（オプション（オプション（depth））））
A-18ページの「オーディタとコード・レイヤーの概要」で説明したように、
AuditorInstallerでは、オーディタと呼ばれるデバッグ文のセットを 1回の実行で 1つ
のコード・レイヤーにのみ挿入します。AuditorInstallerの depthオプションを使用す
ると、挿入先のレイヤーを指定できます。複数のレベルにオーディタを挿入するには、
AuditorInstallerを複数回実行します。

レイヤーには、整数で番号が付けらます。一番上がレイヤー 0になり、レイヤーの階層は最
大で 2つまたは 3つになります。通常、一番上のレイヤーには 0、一番下のレイヤーには -1
を設定します。実際には、これ以外の特定のレイヤーにオーディタを挿入するのは困難で
す。各種の SQLJ実行文に使用されるレイヤー番号が、公開されていないためです。

depthオプションは、prefixオプションとともに設定できます。AuditorInstallerを
複数回実行して、異なるレイヤーに異なる接頭辞を指定すると、実行時に出力される情報が
どのレイヤーのものか確認できます。

depthオプションが設定されていない場合や、プロファイルに指定されているレイヤー数を
超えた値が指定された場合、オーディタは一番下のレイヤーに挿入されます。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-Cdepth=n

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  -P-Cdepth=0
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プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.Cdepth=n

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.Cdepth=0

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  -1（一番下のレイヤー）

AuditorInstallerのののの log_fileオプション（オプション（オプション（オプション（log））））
logオプションを使用すると、現行の実行で挿入しているオーディタからのランタイム出力
を書き込むファイルを指定できます。このオプションが設定されていない場合は、標準出力
が使用されます。つまり、デバッグ結果は SQLJメッセージと同じ出力先に出力されます。

オーディタが出力ファイルに書き込むメッセージは、以前の内容を上書きするのではなく、
追加されます。そのため、複数のオーディタに対して同じログ・ファイルを指定しても、競
合は起こりません。通常、アプリケーション内のすべてのレイヤーからのデバッグ情報は、
同じログ・ファイルに書き込まれます。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-Clog=log_file

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  -P-Clog=foo/bar/mylog.txt

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.Clog=log_file

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.Clog=foo/bar/mylog.txt

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  指定なし（標準出力を使用）

AuditorInstallerのののの prefixオプション（オプション（オプション（オプション（prefix)
prefixオプションを使用して、ランタイム出力の各行に付ける接頭辞を指定します。この
出力は、今回の実行で起動する AuditorInstallerによって挿入されるデバッグ文からの
結果です。 

通常、このオプションは、depthオプションとともに使用されます。AuditorInstaller
を複数回実行して、各レイヤーに異なる接頭辞を指定すると、実行時に出力される情報がど
のレイヤーのものか確認できます。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-Cprefix="string"

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  -P-Cprefix="layer 2: "

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.Cprefix="string"

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.Cprefix="layer 2: "
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デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  指定なし

AuditorInstallerの戻り引数オプション（の戻り引数オプション（の戻り引数オプション（の戻り引数オプション（showReturns)
showReturnsオプションは、ランタイム・コールのトレース時に戻り引数の出力を有効化
/無効化するためのオプションです。デフォルトでは、出力が有効化されます。

showReturnsを有効にした場合（デフォルト）のサンプル出力を数行のみ次に示します。

oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . executeComplete (  ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . executeComplete returned  
oracle.sqlj.runtime.OraRTResultSet@6 . next (  ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTResultSet@6 . next returned true 
oracle.sqlj.runtime.OraRTResultSet@6 . getBigDecimal ( 1 ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTResultSet@6 . getBigDecimal returned 5 
oracle.sqlj.runtime.OraRTResultSet@6 . getDate ( 7 ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTResultSet@6 . getDate returned 1998-03-28 

showReturnsを無効にした場合の出力は、次のようになります。

oracle.sqlj.runtime.OraRTStatement@3 . executeComplete (  ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTResultSet@6 . next (  ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTResultSet@6 . getBigDecimal ( 1 ) 
oracle.sqlj.runtime.OraRTResultSet@6 . getDate ( 7 ) 

各メソッド・コールに必要なのはコール行のみであって、コール行と戻り行の両方を使用す
る必要はありません。

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-CshowReturns=true/false

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  -P-CshowReturns=false

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.CshowReturns=true/false

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.CshowReturns=false

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  true

AuditorInstallerのスレッド名オプション（のスレッド名オプション（のスレッド名オプション（のスレッド名オプション（showThreads））））
showThreadsオプションは、ランタイム・コールのトレース時にスレッド名の出力を有効
化 /無効化するためのオプションです（マルチスレッド・アプリケーション専用）。デフォ
ルトでは、出力が無効化されます。

このオプションを有効化すると、トレース出力中のメソッド名の先頭にスレッド名が付加さ
れます。
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コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-CshowThreads=true/false

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  -P-CshowThreads=true

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.CshowThreads=true/false

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.CshowThreads=false

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  false

AuditorInstallerのののの uninstallオプション（オプション（オプション（オプション（uninstall））））
uninstallオプションを使用すると、前回 AuditorInstallerを起動したときに挿入さ
れたデバッグ文が削除されます。uninstallオプションを使用するたびに、最後に挿入さ
れたオーディタが削除されます。 

プロファイル内のすべてのオーディタを削除するには、プロファイルが変更されなかったこ
とを示すメッセージが表示されるまで、AuditorInstallerを繰り返し実行します。 

コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文コマンドラインの構文  -P-Cuninstall

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  -P-Cuninstall

プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文プロパティ・ファイルの構文  profile.Cuninstall

プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例プロパティ・ファイルの例  profile.Cuninstall

デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値  false

完全なコマンドラインの例完全なコマンドラインの例完全なコマンドラインの例完全なコマンドラインの例
ここでは、AuditorInstallerの各種オプションを指定した完全な SQLJコマンドライン
の例を示します。

次のコマンドラインはデバッグ文のセット、つまりオーディタを一番下のレイヤー（デフォ
ルトのレイヤー）に挿入し、ランタイム出力を標準出力に出力します。

sqlj -P-debug MyApp_SJProfile*.ser

次のコマンドラインは、オーディタを一番下のレイヤーに挿入し、ランタイム出力を
log.txtに出力します。

sqlj -P-debug -P-Clog=foo/bar/log.txt MyApp_SJProfile*.ser
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次のコマンドラインは、オーディタを一番下のレイヤーに挿入し、ランタイム出力を標準出
力に出力します。この指定では、スレッド名は表示されますが、戻り引数は表示されませ
ん。

sqlj -P-debug -P-CshowThreads=true -P-CshowReturns=false MyApp_SJProfile*.ser

オーディタをレイヤー 0（一番上のレイヤー）に挿入します。 ランタイム出力を log.txtへ
送信し、ランタイム出力の各行に "Layer 0: "という接頭辞を付けます。（次のコマンドラ
インは折り返されて表示されていますが、全体が 1行で入力されています。）

sqlj -P-debug -P-Clog=foo/bar/log.txt -P-Cdepth=0 -P-Cprefix="Layer 0: " 
MyApp_SJProfile*.ser

次のコマンドラインは、オーディタを削除します。（このコマンドを実行すると、最後に挿
入されたオーディタが削除されます。すべてのオーディタを削除するには、このコマンドを
繰り返し実行します。）

sqlj -P-debug -P-Cuninstall MyApp_SJProfile*.ser

SQLJのデバッグ機能に関するその他の注意事項のデバッグ機能に関するその他の注意事項のデバッグ機能に関するその他の注意事項のデバッグ機能に関するその他の注意事項
A-18ページの「デバッグ用の AuditorInstallerカスタマイザ」で AuditorInstallerにつ
いて説明しましたが、デバッグに関連して、この他にも注意する点があります。

� SQLJをコマンドラインから実行する場合は、トランスレータのオプション -linemap
（jdbデバッガを使用している場合は -jdblinemapオプション）を使用できます。こ
のオプションは、SQLJコードのデバッグに有用です。 

� サーバー側の埋込みトランスレータには、Javaコードのデバッグに有用なオプションが
提供されています。ただし、このオプションは SQLJコードのデバッグには使用できま
せん。

� SQLJは、Oracle Jdeveloper統合開発環境に統合されています。そのため、JDeveloper
のデバッグ機能を利用できます。

SQLJのののの -linemapフラグフラグフラグフラグ
-linemapフラグを有効にすると、SQLJソース・コード・ファイルの行番号が、対応する
.classファイルの場所にマッピングされます。（このファイルは、SQLJトランスレータで
生成された .javaファイルのコンパイルで生成される .classファイルになります。）この
マッピングにより、Javaの実行時エラーが発生した場合に Java仮想マシン（JVM）から出
力される行番号が、SQLJソース・コードの行番号と同じになります。このため、デバッグ
がはるかに容易になります。 

Sun Microsystems jdbデバッガを使用する際は、-linemapオプションのかわりに、
-jdblinemapオプションを使用します。この 2つのオプションは機能がほとんど同じです
が、-jdblinemapではさらに特別な処理が実行できます。この特別な処理とは、jdbデ
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バッガでサポートされる Javaソース・ファイルが .java拡張子付きファイル名のみに限ら
れているために必要となる処理のことです。

詳細は 8-43ページの「SQLJソース・ファイルとの行マッピング（-linemap）」および 8-44
ページの「jdbデバッガでの SQLJソース・ファイルへの行マッピング（-jdblinemap）」を参
照してください。

サーバー側のサーバー側のサーバー側のサーバー側の debugオプションオプションオプションオプション
サーバー側の埋込みトランスレータを使用して、SQLJソース・コードをサーバーにロード
して変換する場合、サーバー側デバッグ・オプションを指定してサーバー側コンパイラから
デバッグ情報を出力できます。この情報は、.sqljまたは .javaソース・ファイルをサー
バー側でコンパイルしたときに出力されます。これは、クライアント上で標準の javacコ
ンパイラを実行するときに、-gオプションを使用するのに相当します。このオプションは、
SQLJコードのデバッグには有用ではありませんが、Javaコードのデバッグには有効です。

このオプションと、サーバー側オプションの設定方法の詳細は、11-14ページの「サーバー
側の埋込みトランスレータでサポートされるオプション」を参照してください。

Oracle JVMでのデバッグ方法の概要は、 『Oracle8i Java開発者ガイド』を参照してくださ
い。

JDeveloperによる開発およびデバッグによる開発およびデバッグによる開発およびデバッグによる開発およびデバッグ
Oracle SQLJは、Oracle JDeveloperビジュアル・プログラミング・ツールに完全に統合され
ています。 

JDeveloperには、SQLJをサポートする統合デバッガも用意されています。アプリケーショ
ンの実行時に、標準の Java文と同じように SQLJ文を 1行ずつデバッグできます。報告され
る行番号は、生成された Javaコードの行番号ではなく、SQLJソース・コードの行番号に対
応しています。

JDeveloperの概要は、1-20ページの「JDeveloperなどの IDEでの SQLJの使用」を参照し
てください。

注意注意注意注意 : サーバー側でトランスレーションすると、そのトランスレーショ
ンで生成されたクラス・スキーマ・オブジェクトが、SQLJソース・コー
ドにマッピングしてある行番号を自動的に参照します。クライアント側で
の変換時に -linemapオプションを有効化すると、サーバー側と同様の自
動参照が行われます。 
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SQLJエラー・メッセージエラー・メッセージエラー・メッセージエラー・メッセージ

この付録では、SQLJトランスレータと SQLJランタイムによって出力されるエラー・メッ
セージを示します。原因と処置の他に、ランタイム・エラーの場合は SQLの状態も示しま
す。 

� トランスレーション時のメッセージ

� ランタイム・メッセージ

注意注意注意注意 : この付録には、英語と日本語のエラー・メッセージが掲載されて
いますが、製品では実行時の環境により、どちらか一方のみの出力となり
ます。また、原因および処置は日本語で掲載されていますが、製品では英
語で出力されます。
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トランスレーション時のメッセージ
トランスレーション時のメッセージトランスレーション時のメッセージトランスレーション時のメッセージトランスレーション時のメッセージ
ここでは、SQLJトランスレータから出力されるエラー・メッセージおよびその原因と処置
の一覧を示します。

<<<NEW SQL>>>
原因原因原因原因 : 次のメッセージに示すように、Oracleカスタマイザによって、SQL操作が
Oracle固有の言語に変換されています。これらのメッセージは、Oracleカスタマイザの
showSQLオプションを有効にすると、出力されます。

処置処置処置処置 : これは単なる情報メッセージです。特に必要な処置はありません。

[Connecting to user user at connection]
原因原因原因原因 : SQLJがユーザー userとして URL connectionのデータベースに接続することを
ユーザーに通知します。

[Preserving SQL checking info]
原因原因原因原因 : 今回のオンライン・チェックで取得される分析情報が、SQLJに保存されます。

[Querying database with "sqlquery"]
原因原因原因原因 : データベース問合せが発行されたことをユーザーに通知します。

[Re-using cached SQL checking information]
原因原因原因原因 : 前回のオンライン・チェックでキャッシュされた分析結果が再利用されているこ
とをユーザーに通知します。

[Registered JDBC drivers: class] 
原因原因原因原因 : 登録されている JDBCドライバをリストします。

[SQL checking: read m of n cached objects.]
原因原因原因原因 : オンライン・チェックでキャッシングされた分析情報が取り出されました。

[SQL function call "sqlj call" transformed into ODBC syntax "jdbc call"]
原因原因原因原因 : SQLJファンクション・コール構文が、JDBCファンクション・コール構文に変換
されたことをユーザーに通知します。

A call to a stored function must return a value.
原因原因原因原因 : ストアド・ファンクション・コールからの戻り値の処理が定義されていません。

A call to a stored procedure cannot return a value.
原因原因原因原因 : ユーザーが戻り値を取得しようとして、ストアド・プロシージャを起動しまし
た。

注意注意注意注意 : SQLJトランスレータの -explainフラグを有効にすると、エ
ラー・メッセージの出力時に、原因と処置についての情報もあわせて出力
できます。その内容は、次のエラー・リストに示す内容と同じです。8-43
ページの「トランスレータ・エラーの原因と処置（-explain）」を参照して
ください。
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A non-array type cannot be indexed.
原因原因原因原因 : 配列アクセス演算子（[]）の基底オペランドとして使用できるのは、配列型のみ
です。

処置処置処置処置 : 基底オペランドの型を確認します。

A SQL quote was not terminated.
処置処置処置処置 : 終了させる "または 'を挿入します。

Access modifiers modifier1 and modifier2 are not compatible.
原因原因原因原因 : 名前付きアクセス修飾子は同じクラス、メソッドまたはメンバーに適用できませ
ん。たとえば、privateと publicはアクセス修飾子として両立しません。

処置処置処置処置 : 競合するアクセス修飾子のいずれかを変更または削除します。

Ambiguous column names columns in SELECT list.
原因原因原因原因 : 大文字と小文字の違いのみで区別される列名は使用できません。

処置処置処置処置 : 列名を区別するために、列の別名を使用します。

Ambiguous constructor invocation.
原因原因原因原因 : 標準変換後、複数のコンストラクタ宣言が引数に一致します。

処置処置処置処置 : 使用するコンストラクタの引数型を明示的に指定します。

Ambiguous method invocation.
原因原因原因原因 : 標準変換後、オーバーロードされた複数のメソッド宣言が引数に一致します。

処置処置処置処置 : 使用するメソッドの引数型を明示的に指定します。

An error occurred when determining result set column sizes: message
原因原因原因原因 : -P-Coptcolsオプションが指定されました。プロファイル・カスタマイザが結果
セットの列の型とサイズを決定しようとしたときに、エラーが発生しました。

処置処置処置処置 : SQL文を確認します。接続してトランスレーション処理を行うことで、エラーの
原因を詳しく突きとめることもできます。

an io error occured while generating output: message
処置処置処置処置 : SQLJ出力のための適切なアクセス権と十分な領域があることを確認します。

Anonymous classes are not allowed in bind expressions.
原因原因原因原因 : ホスト式には無名クラスを指定できません。

処置処置処置処置 : 無名クラスが指定されている式を #sql文の外側に移動し、その値を有効な型の一
時変数に保存します。そして、その一時変数をホスト式で使用します。
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Argument #n of name must be a host variable, since this argument has mode OUT or 
INOUT.
原因原因原因原因 : モードが OUTおよび INOUTの場合、引数位置に変数または代入可能な式（配
列変数など）が指定されていることが必要です。

Argument #n of name requires mode IN.
原因原因原因原因 : ストアド・プロシージャまたはストアド・ファンクション nameでは、ホスト式
#nのモードが INであることが必要です。

処置処置処置処置 : SQLJ文内のホスト式を INとして宣言します。

Argument #n of name requires mode INOUT.
原因原因原因原因 : ストアド・プロシージャまたはストアド・ファンクション nameでは、ホスト式
#nのモードが INOUTであることが必要です。

処置処置処置処置 : SQLJ文内のホスト式を INOUTとして宣言します。

Argument #n of name requires mode OUT.
原因原因原因原因 : ストアド・プロシージャまたはストアド・ファンクション nameでは、ホスト式
#nのモードが OUTであることが必要です。

処置処置処置処置 : SQLJ文内のホスト式を OUTとして宣言します。

Argument #pos is empty.
原因原因原因原因 : ストアド・ファンクションまたはストアド・プロシージャの引数リストで、pos
番目にある引数に何も指定されていません。次にその例を示します。proc(1, ,:x).

処置処置処置処置 : 空の引数をホスト式または SQL式に置き換えます。

Arithmetic expression requires numeric operands.
原因原因原因原因 : 算術演算の左右両側とも数値型であることが必要です。

処置処置処置処置 : オペランドの型を修正します。

Array index must be a numeric type.
原因原因原因原因 : 数値索引を使用した場合のみ配列オブジェクトの索引を作成できます。

処置処置処置処置 : 索引オペランドの型を修正します。

Attributes attribute1 and attribute2 are not compatible.
原因原因原因原因 : 指定された属性は同じクラスまたはメソッドに適用できません。たとえば、
abstractと finalは属性として両立しません。

処置処置処置処置 : 競合する属性のいずれかを変更または削除します。

auditing layer
原因原因原因原因 : 監査カスタマイザを使用して、プロファイルがカスタマイズされました。

処置処置処置処置 : プロファイルの使用時に、監査コールを含みます。特に必要な処置はありませ
ん。オーディタを削除するには、uninstallオプションを使用します。
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auditing layer
原因原因原因原因 : プロファイルに組み込まれた最新の監査カスタマイズの内容が削除されました。
複数のオーディタが組み込まれている場合は、直前に組み込まれたもののみが削除され
ます。

処置処置処置処置 : さらに他のオーディタを削除する場合は、uninstallコールを指定する必要があり
ます。

backup created as filename
原因原因原因原因 : プロファイルのバックアップ・ファイルが filenameという名前で作成されまし
た。バックアップ・ファイルには、カスタマイズ前の元のプロファイルが保存されてい
ます。

処置処置処置処置 : 特に必要な処置はありません。バックアップ・ファイルを新しいプロファイルに
コピーすると、元のプロファイルをリストアできます。

bad filename: filename
原因原因原因原因 : カスタマイザ・ハーネス・ユーティリティへの入力として、ファイル filenameは
使用できません。.serまたは .jarという拡張子のファイル名のみサポートされます。

処置処置処置処置 : ファイル名を変更して、有効な拡張子を指定します。

Bad octal literal 'token'.
原因原因原因原因 : 数字 0で始まる数値リテラルは 8進数として解析されます。このため、リテラル
内に 8や 9の数字を含んではいけません。

処置処置処置処置 : 不正なリテラルを変更します。8進数を指定する場合、8をベースとしてその値
を再計算します。10進数を指定する場合は、先行するすべてのゼロを削除します。

Badly placed #sql construct -- not a class declaration.
原因原因原因原因 : 宣言を指定する場所に、実行可能な SQLJ文が指定されています。

処置処置処置処置 : #sqlコンストラクタを正しい場所に移動します。

Bitwise operator requires boolean or numeric operands.
原因原因原因原因 : ビット単位演算子は、両方のオブジェクトがブール型または数値型の場合のみ処
理を行います。2つのオブジェクトのカテゴリが異なる場合は、ビット単位演算は失敗
します。

処置処置処置処置 : オペランドの型を確認します。

Boolean operator requires boolean operands.
原因原因原因原因 : ブール演算子は、ブール型の引数に対してのみ処理を行います。

処置処置処置処置 : オペランドの型を確認します。
SQLJエラー・メッセージ  B-5



トランスレーション時のメッセージ
cannot access option option name 
原因原因原因原因 : option nameという名前のオプションで、カスタマイザ・ハーネスにアクセスでき
ません。標準ではないカスタマイザ固有のオプションである可能性があります。

処置処置処置処置 : オプションの用途を確認します。エラーを回避するには、オプションの使用を中
止するか、別のカスタマイザを使用します。

Cannot analyze SQL statement online: unable to determine SQL types for count host 
items.
原因原因原因原因 : SQLJでは、各 Javaホスト式に対する SQL型が決められています。これらの
SQL型は、文のオンライン・チェックに必要です。

処置処置処置処置 : Oracle SQLJでサポートされている Java型を使用します。

Cannot determine default arguments for stored procedures and functions. May need to 
install SYS.SQLJUTL.
原因原因原因原因 : パッケージ SYS.SQLJUTLで宣言されているファンクションが見つかりません。

処置処置処置処置 : SQLファイル [ORACLE HOME]/sqlj/lib/sqljutl.sqlを見つけ、それを実
行します。なお、ストアド・ファンクションまたはストアド・プロシージャがデフォル
トの引数を使用していない場合は、このメッセージを無視します。

Cannot load JDBC driver class class.
処置処置処置処置 : JDBCドライバの名前 classを確認します。

cannot remove java file without first compiling it
原因原因原因原因 : プロファイル変換ユーティリティに対して ncオプションと rjオプションが同時
に指定されています。クラス・ファイルにコンパイルされていない限り、Javaファイル
を削除できません。

処置処置処置処置 : ncオプションと rjオプションのいずれか一方を使用します。

Cannot resolve identifier because the enclosing class has errors.
原因原因原因原因 : エラーを含むクラスは、名前解決で使用できません。アクセス権は、完全なクラ
スのみに割り当てられるためです。

処置処置処置処置 : ベース型、フィールド型、メソッドの引数型およびメソッドの戻り型のスペルに
注意して、クラスを修正します。また、ベース名でのみ参照される外部クラスがイン
ポートされていることも確認してください。

cannot specify both option name and option name
原因原因原因原因 : プロファイル変換ユーティリティに対して、両立しない 2つのオプションが同時
に指定されています。

処置処置処置処置 : 指定されたオプションのいずれか一方を使用します。
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Class class does not implement the checker interface.
原因原因原因原因 : チェッカは、sqlj.framework.checker.SQLCheckerを実装している必要が
あります。

Class classname not found.
原因原因原因原因 : classnameというクラスへの参照がプログラムに記述されています。このクラスの
定義は、現在変換中のソース・ファイル中にも classpath中にも見つかりませんでした。

処置処置処置処置 : クラス名を確認します。classpath中のクラス形式またはトランスレータに渡さ
れるソース・ファイルにおいてクラス名が定義されることを確認します。

class cannot be constructed as an iterator: class name
原因原因原因原因 : この SQL操作で使用されているイテレータ・クラス class nameのコンストラクタ
が適切ではありません。標準ではないトランスレータによって生成されたイテレータの
可能性があります。

処置処置処置処置 : 標準トランスレータを使用して、イテレータの宣言を再変換します。

class has already been defined: classname
原因原因原因原因 : クラス classnameが、SQLJに渡すソース・ファイルのうち、1つのファイル内で
のみ定義されていることを確認します。

class implements both sqlj.runtime.NamedIterator and sqlj.runtime.PositionedIterator: 
class name
原因原因原因原因 : この SQL操作で使用されているイテレータ・クラス class nameが、名前指定イテ
レータであるか、位置指定イテレータであるかを特定できません。イテレータが標準で
はないトランスレータによって生成されたか、またはその implements句のインタ
フェースにエラーが含まれている可能性があります。

処置処置処置処置 : イテレータ宣言の implements句に、問題の原因となるインタフェースが含ま
れていないことを確認します。標準トランスレータを使用して、イテレータの宣言を再
変換します。

Column javatype column not found in SELECT list.
処置処置処置処置 : 問合せによって戻された結果セットの中に、列 columnが見つかりません。イテ
レータ宣言を修正するか、別名を使用して、SELECT文を修正します。

Column name1 #pos1 will cause column name2 #pos2 to be lost.Use a single stream column 
at the end of the select list.
原因原因原因原因 : 位置指定イテレータに指定できるストリーム列は 1つ以下で、この列はイテレー
タの最終列である必要があります。

処置処置処置処置 : ストリーム列をイテレータの最終位置に移動します。ストリーム列が複数ある場
合は、名前指定イテレータを使用し、ストリーム列（およびその他の列）が順にアクセ
スされるようにします。

Column type column is not compatible with database type sqltype
原因原因原因原因 : Java型と SQL型の互換性がありません。
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トランスレーション時のメッセージ
Comparison operator requires numeric operands.
原因原因原因原因 : 大きさを比較する操作では、数値のみが有効です。

処置処置処置処置 : オペランドの型を確認します。

compatible with the following drivers:
原因原因原因原因 : Oracleカスタマイザの compatオプションが有効になっています。このメッセー
ジの後に、現行のプロファイルで使用できる Oracle JDBCドライバのバージョンがリス
トされます。

処置処置処置処置 : リストされた JDBCドライバのいずれかのバージョンを使用して、プログラムを
実行します。

compiling filename 
原因原因原因原因 : ファイル filename内のプロファイルが、プロファイル変換ユーティリティによっ
てクラス・ファイル形式にコンパイルされました。

処置処置処置処置 : 特に必要な処置はありません。

Complement operator requires integral operand.
原因原因原因原因 : ビット単位で補数演算できるのは、整数のみです。

処置処置処置処置 : オペランドの型を確認します。

Conditional expression requires boolean for its first operand.
原因原因原因原因 : 条件式は、先頭のオペランドを使用して、他の 2つのオペランドのどちらを実行
するかを選択します。このため、先頭のオペランドは、ブール型であることが必要で
す。

処置処置処置処置 : 先頭のオペランドの型を確認します。

Conditional expression result types must match.
原因原因原因原因 : 条件式の値は、2番目のオペランドと 3番目のオペランドのいずれかになります。
両方ともブール型または数値型またはオブジェクト型で、型が一致している必要があり
ます。

処置処置処置処置 : オペランドの型を確認します。

Connection context expression does not have a Java type.
原因原因原因原因 : 接続コンテキスト式に、有効な Java型が指定されていません。

Connection context must have been declared with #sql context ... It can not be declared as a 
ConnectionContext.
処置処置処置処置 : 接続コンテキスト型を #sql context ConnectionContext;で宣言します。

ConnectionContext attribute attribute is not defined in the SQLJ specification.
処置処置処置処置 : with句の属性 attributeは、SQLJ仕様にありません。指定した属性名のスペルを
確認します。
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トランスレーション時のメッセージ
ConnectionContext cannot implement the interface interface.
原因原因原因原因 : SQLJコンテキスト宣言で、implements句にインタフェース interfaceが指定さ
れています。ただし、接続コンテキストでは、このインタフェースは実装されません。

Constructor not found.
原因原因原因原因 : コンストラクタの起動が試みられましたが、見つかりません。

処置処置処置処置 : コンストラクタの引数を確認します。または、コンストラクタに必要な引数を追
加します。

Context context ignored in FETCH statement.
原因原因原因原因 : 問合せによるカーソルの初期化時に、コンテキストがカーソル・オブジェクトに
対応付けられます。このため、FETCH文のコンテキスト情報が余分となり、SQLJでは
無視されます。

converting profile filename 
原因原因原因原因 : ファイル filename内のプロファイルが、プロファイル変換ユーティリティによっ
て、シリアル化ファイルから Javaソース・ファイル形式に変換されました。

処置処置処置処置 : 特に必要な処置はありません。

Cursor has item count items. Argument #pos of INTO-list is invalid.
原因原因原因原因 : INTOリストには、フェッチ元の位置指定イテレータよりも多くの要素がありま
す。

処置処置処置処置 : 余分な INTOリスト項目を削除します。

Cursor type in FETCH statement does not have a Java type.
原因原因原因原因 : FETCH文のイテレータ式に、有効な Java型が指定されていません。

customized
原因原因原因原因 : プロファイルが正しくカスタマイズされました。

処置処置処置処置 : 特に必要な処置はありません。

customizer does not accept connection: connection url
原因原因原因原因 : connection urlで指定された接続が確立されました。ただし、現行のカスタマイザ
にとって不要であるか、またはカスタマイザで認識できません。

処置処置処置処置 : 現行のカスタマイザが接続を要求していることを確認します。接続が不要な場合
は、カスタマイザ・ハーネスから userオプションを削除します。接続が必要な場合は、
接続先のデータベースとスキーマが、カスタマイザと互換性があることを確認します。

Database error during signature lookup for stored procedure or function name: message
原因原因原因原因 : SQLJトランスレータがファンクションまたはプロシージャ nameの存在とシグネ
チャを特定する際に、エラーが発生しました。

処置処置処置処置 : エラーを回避するには、SQLJプログラムをオフラインで変換します。
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トランスレーション時のメッセージ
Database issued an error: error.
原因原因原因原因 : 基本スキーマに対して SQL文を解析中に、データベースでエラーが発生しまし
た。

処置処置処置処置 : SQL文の妥当性を確認します。

Database issued an error: error sqltext
原因原因原因原因 : 基本スキーマに対して SQL文を解析中に、データベースでエラーが発生しまし
た。

処置処置処置処置 : SQL文の妥当性を確認します。

deleting filename 
原因原因原因原因 : 中間ファイル filenameが、プロファイル変換ユーティリティによって削除されま
した。

処置処置処置処置 : 特に必要な処置はありません。

Did not find a stored procedure or function name with n arguments.
原因原因原因原因 : データベースに、nameという名前で n個の引数を持つプロシージャまたはファ
ンクションは存在しません。

処置処置処置処置 : ストアド・プロシージャまたはストアド・ファンクションの名前を確認します。

Did not find a stored procedure or function name with n arguments. found 
functions/procedures with different numbers of arguments 
原因原因原因原因 : データベースに、nameという名前で n個の引数を持つプロシージャまたはファ
ンクションは存在しません。ただし、同じ名前で引数の個数が異なるプロシージャまた
はファンクションは存在します。

処置処置処置処置 : ストアド・プロシージャまたはストアド・ファンクションの名前と、引数の指定
の過不足を確認します。

Did not find stored function name with n arguments.
原因原因原因原因 : 指定された nameという名前のストアド・ファンクションは見つかりません。

処置処置処置処置 : ストアド・ファンクションの名前を確認します。

Did not find stored function proc with n arguments. found functions/procedures with 
different numbers of arguments
原因原因原因原因 : データベースに、procという名前で n個の引数を持つストアド・ファンクション
は存在しません。ただし、同じ名前で引数の個数が異なるプロシージャまたはファンク
ションは存在します。

処置処置処置処置 : ストアド・ファンクションの名前と、引数の指定の過不足を確認します。
B-10  Oracle8i SQLJ開発者ガイドおよびリファレンス



トランスレーション時のメッセージ
Did not find stored procedure name with n arguments.
原因原因原因原因 : 指定された nameという名前のストアド・プロシージャは見つかりません。

処置処置処置処置 : ストアド・プロシージャの名前を確認します。

Did not find stored procedure proc with n arguments. found functions/procedures with 
different numbers of arguments
原因原因原因原因 : データベースに、procという名前で n個の引数を持つストアド・プロシージャは
存在しません。ただし、同じ名前で引数の個数が異なるプロシージャまたはファンク
ションは存在します。

処置処置処置処置 : ストアド・プロシージャの名前と、引数の指定の過不足について確認します。

Do not know how to analyze this SQL statement.
原因原因原因原因 : この文を分析するには、オンライン接続を行うことが必要です。

Do not understand this statement.
原因原因原因原因 : 先頭に SQLキーワード（SELECT、UPDATE、DELETE、BEGIN、...）または
SQLJキーワード（CALL、VALUES、FETCH、CAST、...）がないため、この文を識別
できません。

Duplicate access modifier.
原因原因原因原因 : 同じクラス、メソッドまたはメンバーに対して、同じアクセス修飾子が 2回以上
指定されています。

処置処置処置処置 : 余分なアクセス修飾子を削除します。

Duplicate method method.
原因原因原因原因 : メソッド methodが 2回以上宣言されています。

Duplicate methods method1 and method2.
原因原因原因原因 : メソッド method1および method2が同じ SQL名にマッピングされています。名前
指定イテレータの宣言では、同じ SQL名にマッピングされているメソッドを 2つ指定
することは不可能です。

Equality operator operand types must match.
原因原因原因原因 : 等価演算子でオブジェクトを比較するには、オブジェクトが両方ともブール型ま
たは数値型またはオブジェクト型で、型が一致している必要があります。

処置処置処置処置 : 等価演算子のオペランドの型を確認します。

error converting profile: filename
原因原因原因原因 : ファイル filename内のプロファイルをシリアル化ファイルからクラス・ファイル
形式に変換する際に、エラーが発生しました。このメッセージの後に、エラーの詳細が
表示されます。

処置処置処置処置 : エラーの詳細を参照し、適宜修正します。
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トランスレーション時のメッセージ
Error in Java compilation: message
原因原因原因原因 : Javaコンパイラを起動して、.javaソース・ファイルをコンパイルする際にエ
ラーが発生しました。

処置処置処置処置 : -compiler-executableフラグに正しい Javaコンパイラが指定され、そのコンパイ
ラが PATHに指定されていることを確認します。または、-passesオプションを使用し
て、Javaコンパイラを SQLJからではなくコマンドラインから起動します。

error loading customizer harness
原因原因原因原因 : カスタマイザ・ハーネス・ユーティリティを正しく初期化できません。Javaラン
タイム環境に互換性がない可能性があります。

処置処置処置処置 : Javaランタイム環境が JRE 1.1以上と互換性があることを確認します。

Expected "token1" and found "token2" instead.
原因原因原因原因 : この文の構文では終了のトークン token1が必要ですが、それが指定されていませ
ん。

Expected 'FROM' to follow 'SELECT ... INTO ...'
原因原因原因原因 : SELECT文の構文が正しくありません。

処置処置処置処置 : INTO句の後に FROM句を追加します。

Expected cast to be assigned to an iterator, found that cast was assigned to type.
原因原因原因原因 : キャスト代入の左辺には、type型の式ではなく、SQLJイテレータのインスタン
スを指定する必要があります。

Expected cast to be assigned to an iterator.
原因原因原因原因 : SQLJキャスト文では、代入文の左辺が SQLJイテレータのインスタンスである必
要があります。

Expected cursor host variable.
原因原因原因原因 : イテレータ型のホスト変数を指定する必要があります。

Expected cursor host variable. Encountered: "token"
原因原因原因原因 : イテレータ型のホスト変数を指定する必要があります。

Expected end of cast statement. Found "token" ...
原因原因原因原因 : キャスト文の後に予期しないトークン tokenがあります。

Expected end of FETCH statement. Encountered: "token"
原因原因原因原因 : この FETCH文で、トークンの指定はこれ以上必要ありません。

Expected host variable of type java.sql.ResultSet, found "token" ...
原因原因原因原因 : CASTキーワードの後にホスト変数が指定されていません。

Expected host variable of type java.sql.ResultSet, found host variable of invalid Java type.
原因原因原因原因 : ホスト式に有効な Java型が指定されていません。
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トランスレーション時のメッセージ
Expected host variable of type java.sql.ResultSet, found host variable of type type.
原因原因原因原因 : ホスト式の型は Java型の typeであり、要求された java.sql.ResultSetでは
ありません。

処置処置処置処置 : 型が java.sql.ResultSetであるホスト式を使用します。必要に応じて、Java
キャストを使用して、式をこの型にキャストします。

Expected host variable of type java.sql.ResultSet.
原因原因原因原因 : SQLJキャスト文では java.sql.ResultSetがイテレータ型に代入されます。
変換を試みた型は、java.sql.ResultSetではありません。

処置処置処置処置 : 型が java.sql.ResultSetであるホスト式を使用します。必要に応じて、Java
キャストを使用して、式をこの型にキャストします。

Expected INTO bind expression.
原因原因原因原因 : この文には、1つ以上の INTOホスト式を指定する必要があります。

expected ODBC function call syntax "{ call func(...) }".
原因原因原因原因 : ストアド・プロシージャをコールする際に使用する JDBCエスケープ構文が無効
です。

Expected stored function name. Found: token
原因原因原因原因 : トークン tokenではなく、ストアド・ファンクションの名前を指定する必要があ
ります。

Expected stored function or procedure name. Found: token
原因原因原因原因 : トークン tokenではなく、ストアド・ファンクションまたはストアド・プロシー
ジャの名前を指定する必要があります。

Expected stored procedure name. Found: token
原因原因原因原因 : トークン tokenではなく、ストアド・プロシージャの名前を指定する必要があり
ます。

Expected: FETCH : cursor INTO ...
原因原因原因原因 : FETCH文には、値のフェッチ元であるカーソル・ホスト変数を指定する必要が
あります。

Expected: WHERE CURRENT OF : hostvar. Found: WHERE CURRENT token ...
処置処置処置処置 : 正しい構文でWHERE CURRENT OF句を指定します。

Expected: WHERE CURRENT OF : hostvar. Found: WHERE CURRENT OF token ...
処置処置処置処置 : 正しい構文でWHERE CURRENT OF句を指定します。

field "field name" in class name is not a class name type
原因原因原因原因 : カスタム Javaクラス class name内のフィールド field nameが、必要な型である
class nameではありません。クラスと Oracleデータベースの型間で正しい変換を行うに
は、この型のフィールドが必要です。

処置処置処置処置 : カスタム Javaクラスに、必要な型でフィールド field nameを宣言します。
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トランスレーション時のメッセージ
field "field name" in class name is not accessible
原因原因原因原因 : フィールド field nameは、カスタム Javaクラス class name内で publicと指定され
ていません。クラスと Oracleデータベースの型間で正しい変換を行うには、この
フィールドが必要です。

処置処置処置処置 : フィールド field nameをカスタム Javaクラスで publicとして宣言します。

field "field name" in class name is not uniquely defined
原因原因原因原因 : カスタム Javaクラス class nameで、field nameという名前のフィールドが 2つ以
上見つかりました。このエラーは、class nameで 2つの異なるインタフェースが実装さ
れ、この 2つのインタフェースで field nameが定義されている場合に起こります。クラ
スと Oracleデータベースの型間で正しい変換を行うには、一意に定義されたフィール
ドが必要です。

処置処置処置処置 : field nameが一度のみ定義されるように、カスタム Javaクラスを更新します。

field "field name" not found in class name
原因原因原因原因 : カスタム Javaクラス class nameに、field nameという名前のフィールドはありま
せん。クラスと Oracleデータベースの型間で正しい変換を行うには、このフィールド
が必要です。

処置処置処置処置 : カスタム Javaクラスに、必要なフィールドを宣言します。

Field not accessible.
原因原因原因原因 : このクラスは、フィールドにアクセスできません。

処置処置処置処置 : フィールドのアクセス権が正しく設定されていることを確認します。

File fileName does not contain type className as expected. Please adjust the class path so 
that the file does not appear in the unnamed package.
原因原因原因原因 : クラス classNameが、SQLJトランスレータに渡すファイル fileNameで定義され
ていることを確認します。

file too large
原因原因原因原因 : JARファイルに含まれているプロファイル・ファイルが大きすぎて、カスタマイ
ズできません。

処置処置処置処置 : JARファイルの一部としてではなく、1つのファイルとしてプロファイル・ファ
イルを解凍して、カスタマイズします。

filename must be a valid java identifier: filename
原因原因原因原因 : ファイル名が Java識別子として無効です。SQLJでは、入力ファイルの名前に基
づいて、クラスとリソースの定義が追加されます。このため、名前を Java識別子とし
て使用できることが必要です。

処置処置処置処置 : ファイル名を変更し、Java識別子として使用できるようにします。
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found incompatible types
原因原因原因原因 : プロファイルに含まれる型に、どの Oracle JDBCドライバにもサポートされない
型があります。

処置処置処置処置 : プログラムから互換性のない型を削除します。互換性のない型は、summaryオ
プションで出力される型のリストに含まれています。

Host item #n cannot be OUT or INOUT.
原因原因原因原因 : 位置 #nにあるホスト項目は SQL式に埋め込まれ、ストアド・プロシージャまた
はストアド・ファンクションの引数になります。このため、この引数位置はモード IN
であることが必要です。なお、このメッセージは、引数を名前でバインドするときにも
表示されます。

処置処置処置処置 : 引数のモードを INに変更します。OUTまたは INOUTの引数を名前でバインド
している場合は、このメッセージを無視します。

Host item #pos must be an lvalue.
原因原因原因原因 : 位置 posの OUTまたは INOUTホスト式は、代入可能な式であることが必要で
す。Java変数、フィールドおよび配列要素は、代入可能な式です。

Host item name (at position #n) cannot be OUT or INOUT.
原因原因原因原因 : 位置 #nにあるホスト項目 nameは SQL式に埋め込まれ、ストアド・プロシー
ジャまたはストアド・ファンクションの引数になります。このため、この引数位置は
モード INであることが必要です。なお、このメッセージは、引数を名前でバインドす
るときにも表示されます。

処置処置処置処置 : 引数のモードを INに変更します。OUTまたは INOUTの引数を名前でバインド
している場合は、このメッセージを無視します。

Identifier identifier may not begin with __sJT_.
処置処置処置処置 : __sJT_で始まる識別子を使用していないことを確認します。

ignoring context name context name 
原因原因原因原因 : 接続コンテキスト context nameに対応付けられているプロファイルが見つかりま
した。このコンテキストはカスタマイザ・ハーネス contextオプション・リストに含ま
れていないので、このプロファイルはカスタマイズされていません。

処置処置処置処置 : 必要に応じて、必要なコンテキストを含む contextを設定して、カスタマイザを
再実行します。

Illegal entry for option option. Expected a boolean value, received: "value"
処置処置処置処置 : optionにはブール値（true、false、yes、no、0、1など）を使用します。

Illegal INTO ... bind variable list: error.
原因原因原因原因 : INTOリストを構成する要素の中に、有効な Java型ではないものが 1つ以上あり
ます。
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トランスレーション時のメッセージ
Illegal Java type in cursor for WHERE CURRENT OF
原因原因原因原因 : WHERE CURRENT OF句のイテレータに、有効な Java型が指定されていませ
ん。

Illegal token 'token' will be ignored.
原因原因原因原因 : どの Javaトークンにも一致しない文字列が、ソース・ファイルに含まれていま
す。

処置処置処置処置 : ソース・ファイルを変更してエラーを修正し、ソース・ファイルが有効な Java
ソース・コードで構成されていることを確認します。

illegal value:オプション設定オプション設定オプション設定オプション設定
原因原因原因原因 : オプションに設定されている値が範囲外か、または無効です。

処置処置処置処置 : メッセージの詳細を参照し、その内容に従ってオプション値を修正します。

IN mode is not allowed for INTO-variables.
原因原因原因原因 : INTO変数は Javaで値を戻します。

処置処置処置処置 : かわりに OUTを使用します（これはデフォルトなので、指定子も省略できま
す）。

Inaccessible Java type for host item #n: type.
原因原因原因原因 : Javaクラス typeは、public属性を持つクラスではありません。このため、ドラ
イバによってインスタンス化できません。

処置処置処置処置 : ホスト式では、publicな Java型を使用します。

Inaccessible Java type for host item name (at position #n): type.
原因原因原因原因 : ホスト式 nameは Java型 typeですが、public属性を持っていません。このため、
ドライバによってインスタンス化できません。

処置処置処置処置 : ホスト式では、publicな Java型を使用します。

Inaccessible Java type for item #pos of INTO-list: type.
原因原因原因原因 : INTOリスト項目 posの Javaクラス typeは、public属性を持つクラスではありま
せん。このため、ドライバによってインスタンス化できません。

処置処置処置処置 : INTOリスト内では、publicな Java型を使用します。

Increment/decrement operator requires numeric operand.
原因原因原因原因 : インクリメント演算子とデクリメント演算子は、整数値に対してのみ処理を行い
ます。

処置処置処置処置 : オペランドの型を確認します。
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Initialization lists are not allowed in bind expressions.
原因原因原因原因 : ホスト式には、初期化リストを指定できません。

処置処置処置処置 : 初期化リストを使用している式を #sql文の外側に移動し、その値を有効な型の一
時変数に保存します。そして、その一時変数をホスト式で使用します。

INOUT mode is not allowed for INTO-variables.
原因原因原因原因 : INTO変数は Javaで値を戻します。

処置処置処置処置 : かわりに OUTを使用します（これはデフォルトなので、指定子も省略できま
す）。

Instanceof operator requires an object reference operand.
原因原因原因原因 : 演算子のインスタンスは、オブジェクトに対してのみ処理を行います。

処置処置処置処置 : オペランドの型を確認します。

INTERNAL ERROR SEM-label. Should not occur - please notify.
処置処置処置処置 : エラー・メッセージの内容をオラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡し
てください。

INTO-list item #position must be an lvalue.
原因原因原因原因 : INTOリスト項目は、代入可能な式であることが必要です。Java変数、フィール
ドおよび配列要素は、代入可能な式です。

INTO-lists may only occur in SELECT and FETCH statements.
原因原因原因原因 : 現行の SQL文には、INTO...バインド・リストを指定できません。

Invalid CustomDatum or SQLData implementation in type: mesg
原因原因原因原因 : 使用しているユーザー定義の Java型 typeは、oracle.sql.CustomDatumイン
タフェースまたは java.sql.SQLDataインタフェースを実装しています。ただし、こ
の型は、メッセージの詳細に示されるように、ユーザー定義の型に必要なすべての条件
を必ずしも満たしていません。

処置処置処置処置 : ユーザー定義の型での問題を修正します。または、JPublisherユーティリティ
を使用して、ユーザー定義の型を生成します。

Invalid bind variable or expression.
原因原因原因原因 : バインド変数（問合せの戻り値を保存するときに使用するホスト変数、コンテキ
スト式またはイテレータ式など）が Java構文として無効です。

処置処置処置処置 : ホスト変数または式を修正します。

Invalid cursor type in FETCH statement: type.
処置処置処置処置 : FETCH文のイテレータは、sqlj.runtime.FetchableIteratorを実装する
必要があります。
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Invalid iterator declaration.
原因原因原因原因 : SQL宣言に構文エラーがあります。

処置処置処置処置 : SQL宣言の構文を確認します。

Invalid Java type for host item #n.
原因原因原因原因 : ホスト式 #nに、有効な Java型が指定されていません。

Invalid Java type for host item #n: error.
原因原因原因原因 : ホスト式 #nに、有効な Java型が指定されていません。

Invalid Java type for host item name (at position #n).
原因原因原因原因 : ホスト式 name（位置 #n）に、有効な Java型が指定されていません。

Invalid Java type for host item name (at position #n): error.
原因原因原因原因 : ホスト式 name（位置 #n）に、有効な Java型が指定されていません。

Invalid Java type for item #pos of INTO-list: type.
原因原因原因原因 : INTOリスト項目 #posに、有効な Java型が指定されていません。

invalid option "option name" set from option origin: problem description
原因原因原因原因 : オプション option nameの値が無効です。

処置処置処置処置 : problem descriptionにあわせてオプション値を修正します。

invalid option:オプション設定オプション設定オプション設定オプション設定
原因原因原因原因 : option settingで指定されたオプションが、カスタマイザ・ハーネスで認識されま
せん。

処置処置処置処置 : 不明なオプションを修正または削除します。

invalid profile name: profile name
原因原因原因原因 : JARファイルのMANIFESTファイルに指定されている SQLJプロファイル・エ
ントリが、JARファイルに含まれていません。

処置処置処置処置 : 指定のプロファイルを JARファイルに追加するか、またはそのエントリを
MANIFESTファイルから削除します。

Invalid SQL iterator declaration.
原因原因原因原因 : 宣言された SQLJ型のインスタンスは、その宣言にエラーがあるか不明な点があ
るために、完全には処理できません。

処置処置処置処置 : イテレータ列型リストに示される型に注意して、SQLイテレータの宣言を確認し
ます。また、ベース名のみで参照されている場合は、型がインポートされていることを
確認します。
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Invalid SQL string.
原因原因原因原因 : SQL文に構文エラーがあります。

処置処置処置処置 : デリミタ（終了のカッコ、中カッコまたは大カッコ、引用符、コメント・デリミ
タなど）の不足に特に注意して、SQL文の構文を確認します。

Invalid type cast
原因原因原因原因 : オブジェクトを指定された型にキャストできません。

処置処置処置処置 : オペランドの型を確認します。

Item #pos of INTO-list does not have a Java type.
原因原因原因原因 : INTOリスト項目 #posに、有効な Java型が指定されていません。

iterator class name must implement either sqlj.runtime.NamedIterator or 
sqlj.runtime.PositionedIterator
原因原因原因原因 : この SQL操作で使用されているイテレータ・クラス class nameは、名前指定イテ
レータと位置指定イテレータのいずれでもありません。標準ではないトランスレータに
よって生成されたイテレータの可能性があります。

処置処置処置処置 : 標準トランスレータを使用して、イテレータの宣言を再変換します。

Iterator attribute attribute is not defined in the SQLJ specification.
処置処置処置処置 : with句の属性 attributeは、SQLJ仕様にありません。指定した属性名のスペルを
確認します。

Iterator with attribute updateColumns must implement sqlj.runtime.ForUpdate
処置処置処置処置 : イテレータ宣言で、implements句を implements 
sqlj.runtime.ForUpdateと指定します。

JAR does not contain MANIFEST file
原因原因原因原因 : JARファイルにMANIFESTファイルが含まれていません。MANIFESTファイル
は、JARファイルに含まれているプロファイルを示すために必要です。

処置処置処置処置 : MANIFESTを JARファイルに追加します。JARファイルに含まれる各プロファ
イルに対して、SQLJProfile=TRUEという行をMANIFESTに指定する必要があります。

JAR MANIFEST file format unknown
原因原因原因原因 : JAR MANIFESTファイルが不明な形式で作成されているので、JARファイルを
カスタマイズできません。

処置処置処置処置 : JDK MANIFESTファイル形式の仕様に従って、JARファイルを再度作成します。
jarユーティリティで生成されるMANIFESTファイルは、この形式に従います。

Java type javatype for column column is illegal.
原因原因原因原因 : javatypeの Javaクラス宣言が無効です。
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Java type type of iterator for WHERE CURRENT OF is not supported. It must implement 
sqlj.runtime.ForUpdate.
原因原因原因原因 : WHERE CURRENT OF句のイテレータは、インタフェース
sqlj.runtime.ForUpdateを実装するものとして宣言する必要があります。

JDBC does not specify that column column type is compatible with database type sqltype. 
Conversion is non-portable and may result in a runtime error.
処置処置処置処置 : 別の JDBCドライバへの移植性を最大限にするには、このトランスレーションを
避けます。

JDBC reports a mode other than IN/OUT/INOUT/RETURN for name in position n.
原因原因原因原因 : ストアド・プロシージャまたはストアド・ファンクションの引数に対して、不明
なモードが報告されました。

処置処置処置処置 : ストアド・ファンクションまたはストアド・プロシージャが正しく定義されてい
ることを確認します。場合によっては、JDBCドライバを更新します。

JDBC reports an error during the retrieval of argument information for the stored 
procedure/function name: error.
処置処置処置処置 : エラーが原因で、このファンクションまたはプロシージャのモードを特定できま
せん。エラーを回避できない場合は、変換を繰り返すか、オフラインで変換します。

JDBC reports more than one return value for name.
原因原因原因原因 : JDBCドライバがストアド・プロシージャまたはストアド・ファンクションに対
して、間違って複数の戻り引数を報告しました。

処置処置処置処置 : JDBCドライバを更新します。

JDBC reports the return value for function in position pos instead of position 1.
原因原因原因原因 : JDBCドライバが、最初のストアド・ファンクションの戻り引数を正しく報告し
ていません。

処置処置処置処置 : JDBCドライバを更新します。

Left hand side of assignment does not have a Java type.
原因原因原因原因 : 代入文の左辺の式に、有効な Java型が指定されていません。

list item value may not be
原因原因原因原因 : driverや contextなど、値をリスト形式で出力するオプションに、空のリスト項
目が指定されています。

処置処置処置処置 : リストから空の項目を削除します。

Loss of precision possible in conversion from sqltype to column column type.
原因原因原因原因 : SQLの数値を Javaに変換すると、精度が低下する場合があります。
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Method name method is reserved by SQLJ.
原因原因原因原因 : SQLJでは、イテレータに対して各種のメソッドが事前に定義されています。こ
れらのメソッド名は、使用できません。

Method not accessible.
原因原因原因原因 : このクラスは、メソッドにアクセスできません。

処置処置処置処置 : メソッドのアクセス権が正しく設定されていることを確認します。

Method not found.
原因原因原因原因 : メソッドが見つかりません。

処置処置処置処置 : メソッドの引数を確認します。または、オーバーロードしたメソッドに必要な引
数を追加します。

Missing count elements in INTO list:型型型型
原因原因原因原因 : FETCH文のフェッチ・カーソル上の列数が、INTOバインド変数リストで要求
された列数よりも少なくなっています

Missing closing ")" on argument list of stored procedure/function call.
処置処置処置処置 : 引数リストの最後には、)を指定します。

Missing colon.
原因原因原因原因 : 必要な箇所にコロンが指定されていません。

処置処置処置処置 : 不足するコロンを追加します。

Missing comma.
原因原因原因原因 : 必要な箇所にカンマが指定されていません。

処置処置処置処置 : 不足するカンマを追加します。

Missing curly brace.
原因原因原因原因 : 必要な箇所に開始中カッコが指定されていません。

処置処置処置処置 : 不足する開始中カッコを追加します。

Missing dot operator.
原因原因原因原因 : 必要な箇所にドット演算子が指定されていません。

処置処置処置処置 : 不足するドット演算子を追加します。

Missing element in INTO list: element
処置処置処置処置 : elementを INTOリストに追加する必要があります。
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Missing equal sign in assignment.
原因原因原因原因 : 戻り変数の場所に Java式がありますが、式の後に等号がありません。代入構文
では、式の後に等号が必要です。

処置処置処置処置 : 不足する代入演算子を追加します。

Missing parenthesis.
原因原因原因原因 : 必要な箇所に開始カッコが指定されていません。

処置処置処置処置 : 不足する開始カッコを追加します。

Missing semicolon.
原因原因原因原因 : 必要な箇所にセミコロンが指定されていません。

処置処置処置処置 : 不足するセミコロンを追加します。

Missing square bracket.
原因原因原因原因 : 必要な箇所に開始大カッコが指定されていません。

処置処置処置処置 : 不足する開始大カッコを追加します。

Missing terminating "token".
原因原因原因原因 : SQL文に対応しないトークン tokenがあります。

Mode of left-hand-side expression in SET statement was changed to OUT.
原因原因原因原因 : SET :x = ... 文で、ホスト式 xのモードが INまたは INOUTとして指定されてい
ます。これは正しくありません。

処置処置処置処置 : モードを省略するか、またはモードを OUTとして指定します。

Modifier modifier not allowed in declaration.
原因原因原因原因 : SQLJクラス宣言には、どの修飾子でも指定できるわけではありません。

Modifier modifier not allowed in top-level declarations.
原因原因原因原因 : SQLJクラス宣言には、どの修飾子でも指定できるわけではありません。

More than one INTO ... bind list in SQL statement.
処置処置処置処置 : 余分な INTO ...バインド・リストを削除します。

moving original filename to new filename
原因原因原因原因 : プロファイル変換ユーティリティによって、プロファイルのバックアップが生成
されました。バックアップ・ファイルの名前は、new filenameです。

処置処置処置処置 : 特に必要な処置はありません。
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Must be connected online to perform optimization for result set columns.
原因原因原因原因 : -P-Coptcolsオプションが指定されました。プロファイル・カスタマイザから
データベースへのログインが不可能であるため、結果セットの列型と列サイズを決定で
きません。

処置処置処置処置 : -P-user、-P-passwordおよび -P-urlオプションを使用し、接続情報を指定しま
す。

Name 'illegal identifier' cannot be used as an identifier.
原因原因原因原因 : 文字列 illegal identifierは、他の言語の要素（演算子、区切り記号、制御構造な
ど）に相当するために、識別子として使用できません。

処置処置処置処置 : 識別子に別の名前を使用します。

Negation operator requires boolean operand.
原因原因原因原因 : 否定演算子は、ブール・オペランドに対してのみ処理を行います。

処置処置処置処置 : オペランドの型を確認します。

No ";" permitted after stored procedure/function call.
原因原因原因原因 : SQLJでは、ストアド・プロシージャまたはストアド・ファンクションの呼出し
コードの後に、終了のセミコロンを指定できません。

No connect string specified for context context.
原因原因原因原因 : contextに対して JDBC接続 URLが指定されていません。

処置処置処置処置 : -url@contextオプションまたは -user@contextオプションに、JDBC URLを指定
します。

No connect string specified.
原因原因原因原因 : JDBC接続 URLが指定されていません。

処置処置処置処置 : -urlオプションまたは -userオプションに、JDBC URLを指定します。

No connection specified for context context. Will attempt to use connection 
defaultconnection instead.
原因原因原因原因 : contextのオンライン・チェックに、接続情報が明示的に指定されていません。そ
の場合、デフォルトのオンライン基本スキーマの値が使用されます。

no customizer specified
原因原因原因原因 : プロファイルのカスタマイズが要求されましたが、カスタマイザが指定されてい
ません。

処置処置処置処置 : customizerまたは default-customizerオプションを使用して、プロファイル・カ
スタマイザを設定します。

No instrumentation: class already instrumented.
原因原因原因原因 : このクラス・ファイルは、元の .sqljファイルにあわせて、すでにインストル
メントされています。
SQLJエラー・メッセージ  B-23



トランスレーション時のメッセージ
No instrumentation:no line info in class.
原因原因原因原因 : このクラス・ファイルには行情報がないので、インストルメントできません。
Javaコンパイラの -O（optimize）フラグが使用された可能性があります。このオプ
ションが有効になっていると、クラス・ファイルから行情報が削除されます。

No INTO variable for column #pos: "name" type
原因原因原因原因 : SELECT-INTO文で、位置 #posにある型 typeの列 nameには、対応する Javaホ
スト式がありません。

処置処置処置処置 : INTOリストを拡張するか、または SELECT文を変更します。

No offline checker specified for context context.
原因原因原因原因 : contextに対して、オフライン分析を実行できません。

No offline checker specified.
原因原因原因原因 : オフライン分析を実行できません。

No online checker specified for context context. Attempting to use offline checker instead.
原因原因原因原因 : オンライン・チェックが要求された場合でも、contextにはオフライン・チェック
が実行されます。

No online checker specified. Attempting to use offline checker instead.
原因原因原因原因 : オンライン・チェックが要求された場合でも、オフライン・チェックが実行され
ます。

No SQL code permitted after stored procedure/function call. Found: "token" ...
原因原因原因原因 : SQLJでは、ストアド・プロシージャまたはストアド・ファンクションの呼出し
コードの後に、別の文を指定できません。

No suitable online checker found for context context. Attempting to use offline checker 
instead.
原因原因原因原因 : contextをチェックできるオンライン・チェッカがありません。

No suitable online checker found. Attempting to use offline checker instead.
原因原因原因原因 : デフォルト・コンテキストをチェックできるオンライン・チェッカがありませ
ん。

No user specified for context context. Will attempt to connect as user user.
原因原因原因原因 : デフォルト・コンテキストにユーザーが指定されている場合は、すべてのコンテ
キストに対してオンライン・チェックが試みられます。

No variable name defined in class classname
原因原因原因原因 : nameという変数は、クラス classnameの中には見つかりませんでした。

処置処置処置処置 : この変数の有無と、名前付きクラスでこの変数を参照可能かどうかを確認しま
す。
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not a directory: name
原因原因原因原因 : -dオプションまたは -dirオプションによって、ルート・ディレクトリ nameを
最上位とするディレクトリ階層内に、出力ファイルを作成することが指定されていま
す。ルート・ディレクトリが存在し、書込み可能であることを確認します。

not a valid input filename: filename
原因原因原因原因 : SQLJトランスレータへの入力ファイルの拡張子は、.sqlj、.java、.serまたは .jar
であることが必要です。

Not an interface: name
原因原因原因原因 : 名前 nameが implements句で使用されています。しかし、これは Javaインタ
フェースを表すものではありません。

Not an original sqlj file - no instrumentation.
原因原因原因原因 : クラス・ファイルのコンパイル元である Javaファイルが、SQLJトランスレータ
によって生成されていません。

Not found: name. There is no stored procedure or function of this name.
原因原因原因原因 : ストアド・ファンクションまたはストアド・プロシージャが見つかりません。

option is read only:オプション名オプション名オプション名オプション名
原因原因原因原因 : option nameという名前の読取り専用オプションに対して、オプション値が指定さ
れました。

処置処置処置処置 : オプションの用途を確認します。

Option optparamdefaults: Invalid JDBC type in size hint
原因原因原因原因 : ユーザーが指定した -P-Coptparamdefaultsオプションには、
<JDBC-type>(<number>)形式または <JDBC-type>()形式のサイズ・ヒントのカンマ区
切りリストが含まれています。<JDBC-type>に属さない型としては、CHAR、
VARCHAR、VARCHAR2、LONG、LONGVARCHAR、BINARY、RAW、
VARBINARY、LONGVARBINARY、LONGRAW、wildcard XXX%（このワイルド
カードで示される型は、前述の型や CHAR_TYPE、RAW_TYPEなど）が挙げられま
す。

Option optparamdefaults: Invalid or missing size indicator in size hint
原因原因原因原因 : ユーザーが指定した -P-Coptparamdefaultsオプションには、サイズ・ヒントの
カンマ区切りリストが含まれており、そのうちの 1つ以上は <JDBC-type>(<number>)
形式または <JDBC-type>()の形式になっていません。

Oracle features used:
原因原因原因原因 : Oracleカスタマイザの summaryオプションが有効になっています。このメッ
セージの後に、現行のプロファイルで使用されている Oracle固有の型と機能がリスト
されます。

処置処置処置処置 : 移植性を高くするには、リストされた型と機能をプログラムから削除します。

PLEASE ENTER PASSWORD FOR user AT connection > 
処置処置処置処置 : ユーザー・パスワードを入力し、<Enter>キーを押します。
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positioned update/delete not supported
原因原因原因原因 : 特定の行を参照するには、ROWIDを選択して使用します。

処置処置処置処置 : プロファイルに、SQLの位置指定更新または位置指定削除が指定されています。
Oracleでは、この操作は実行時に実行できません。

Premature end-of-file.
原因原因原因原因 : クラス宣言が完了する前に、ソース・ファイルが終了しました。

処置処置処置処置 : ソース・ファイルで、引用符の不足、カッコ、中カッコまたは大カッコの配置と
不足、コメントの区切り記号の不足を調べます。また、有効な Javaクラスが 1つ以上
指定されていることも確認します。

Public class class name must be defined in a file called filename.sqlj or filename.java
原因原因原因原因 : Javaでは、クラス名と、そのクラスを定義しているソース・ファイルのベース名
とを同じ名前にする必要があります。

処置処置処置処置 : クラスまたはファイルの名前を変更します。

Public declaration must reside in file with base name name, not in the file file.
処置処置処置処置 : SQLJファイル名と publicなクラス名が一致することを確認します。

re-installing Oracle customization
原因原因原因原因 : 旧バージョンの Oracleカスタマイザを使用して、プロファイルがすでにカスタ
マイズされています。古いカスタマイズ内容は、新しいカスタマイズ内容に上書きされ
ました。

処置処置処置処置 : プロファイルは、Oracle用にカスタマイズされています。特に必要な処置はあり
ません。

recursive iterators not supported: iterator name
原因原因原因原因 : SQL操作で、再帰的に定義されているイテレータ型が使用されています。再帰定
義のイテレータ型 Aとは、そのいずれかの列型に最終的に Aを含むイテレータのこと
です。イテレータが最終的に Aを含むと見なされるのは、Aの列型を持つか、またはそ
の列型に最終的に Aを含む場合です。

処置処置処置処置 : 再帰的ではないイテレータを使用します。

registering Oracle customization
原因原因原因原因 : Oracleカスタマイザを使用して、プロファイルがカスタマイズされました。

処置処置処置処置 : プロファイルは、Oracle用にカスタマイズされています。特に必要な処置はあり
ません。
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Repeated host item name in positions pos1 and pos2 in SQL block. Behavior is 
vendor-defined and non portable.
原因原因原因原因 : ホスト変数 nameが、モード OUTまたは INOUTで複数の位置に指定されていま
す。または、OUTや INOUTに加えて、モード INで指定されています。

処置処置処置処置 : ホスト変数は参照で渡されるのではなく、それぞれ値で個別に渡されます。この
エラーを防ぐには、各 OUTまたは INOUT位置に個別のホスト変数を使用します。

Result expression must be an lvalue.
原因原因原因原因 : SQLJ代入文の左側は、代入可能な式であることが必要です。Java変数、フィー
ルドおよび配列要素は、代入可能な式です。

Return type javatype of stored function is not legal.
原因原因原因原因 : ストアド・ファンクションの戻り値の Java型 javatypeが、有効な Javaクラスを
参照していません。

Return type type is not a visible Java type.
原因原因原因原因 : 型 typeは、public属性を持つ Java型ではありません。このため、この型のイン
スタンスを生成したり、データベース・ドライバから戻したりできません。

処置処置処置処置 : 型 typeを publicとして宣言します。

Return type type is not supported in Oracle SQL.
原因原因原因原因 : Java型 typeは、SQL文の戻り値とはなりません。

Return type type of stored function is not a JDBC output type. This will not be portable.
原因原因原因原因 : 移植性を最大限にするには、JDBC仕様に従った型を使用します。

Return type type of stored function is not a visible Java type.
原因原因原因原因 : 型 typeは、public属性を持つ Java型ではありません。このため、この型のイン
スタンスを生成したり、データベース・ドライバから戻したりできません。

処置処置処置処置 : 型 typeを publicとして宣言します。

Return type incompatible with SELECT statement: type is not an iterator type.
処置処置処置処置 : 値を戻す SQL問合せは、java.sql.ResultSet、位置指定イテレータ・オブ
ジェクトまたは名前指定イテレータ・オブジェクトに代入する必要があります。

Select list has only n elements. Column type #pos is not available.
原因原因原因原因 : データベース問合せから戻された列数が、イテレータまたは INTOホスト変数リ
ストで要求される列数よりも少なくなっています。

処置処置処置処置 : 問合せを変更するか、または INTOリストから要素を削除します。

Select list has only one element. Column type #pos is not available.
原因原因原因原因 : データベース問合せから戻された列数が、イテレータまたは INTOホスト変数リ
ストで要求される列数よりも少なくなっています。

処置処置処置処置 : 問合せを変更するか、または INTOリストから要素を削除します。
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Shift operator requires integral operands.
原因原因原因原因 : シフト演算子は、数値オペランドに対してのみ処理を行います。

処置処置処置処置 : オペランドの型を確認します。

Sign operator requires numeric operand.
原因原因原因原因 : 符号演算子は、数値オペランドに対してのみ処理を行います。

処置処置処置処置 : オペランドの型を確認します。

Size designation size hint for parameter param ignored.
原因原因原因原因 : パラメータ paramにサイズ・ヒントが指定されましたが、本来このパラメータに
は可変サイズ型は指定できません。そのため、このサイズ・ヒントは無視されます。

SQL checker did not categorize this statement.
原因原因原因原因 : 指定された SQLチェッカが、この SQL文を分類できません。

処置処置処置処置 : SQLチェッカは、すべての SQL文を分類する必要があります。使用している
SQLチェッカ（-onlineおよび -offlineオプション）を確認します。

SQL checking did not assign mode for host variable #n - assuming IN.
原因原因原因原因 : 指定された SQLチェッカが、このホスト変数にモード情報を代入していません。
モードは INと見なされます。

処置処置処置処置 : SQLチェッカが、すべてのホスト式にモードを代入する必要があります。使用し
ている SQLチェッカ（-onlineおよび -offlineオプション）を確認します。

SQL checking did not assign mode for host variable #n.
原因原因原因原因 : 指定された SQLチェッカが、このホスト変数にモード情報を代入していません。
モードは INと見なされます。

処置処置処置処置 : SQLチェッカが、すべてのホスト式にモードを代入する必要があります。使用し
ている SQLチェッカ（-onlineおよび -offlineオプション）を確認します。

SQL checking did not assign mode for host variable name (at position #n) - assuming IN.
原因原因原因原因 : 指定された SQLチェッカが、このホスト変数にモード情報を代入していません。
モードは INと見なされます。

処置処置処置処置 : SQLチェッカが、すべてのホスト式にモードを代入する必要があります。使用し
ている SQLチェッカ（-onlineおよび -offlineオプション）を確認します。

SQL checking did not assign mode for host variable name (at position #n).
原因原因原因原因 : 指定された SQLチェッカが、このホスト変数にモード情報を代入していません。
モードは INと見なされます。

処置処置処置処置 : SQLチェッカが、すべてのホスト式にモードを代入する必要があります。使用し
ている SQLチェッカ（-onlineおよび -offlineオプション）を確認します。
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SQL statement could not be categorized.
原因原因原因原因 : この SQL文は、SELECT、UPDATE、DELETE、...、CALL、VALUES、
FETCH、CASTなどの認識可能な SQLキーワードまたは SQLJキーワードで開始され
ていません。

処置処置処置処置 : SQL文の構文を確認します。

SQL statement does not return a value.
原因原因原因原因 : プログラムに指定されている代入文が、問合せでもストアド・ファンクションの
呼出しでもありません。問合せとファンクションのみが、即時に結果を戻すことが可能
です。

SQL statement with INTO ... bind variables can not additionally return a value.
処置処置処置処置 : INTO ...バインド・リストを削除するか、またはイテレータへの代入を削除しま
す。

SQLJ declarations cannot be inside method blocks.
原因原因原因原因 : メソッド・ブロックに SQLJ宣言を指定できません。

処置処置処置処置 : SQLJ宣言をメソッド・ブロック・スコープからクラス・スコープまたはファイ
ル・スコープに移動します。（必要に応じて、あいまいさを防ぐために、宣言した型と
その型へのすべての参照の名前を変更します。）

Statement execution expression does not have a Java type.
原因原因原因原因 : 実行コンテキスト式に有効な Java型が指定されていません。

Stored function or procedure syntax does not follow SQLJ specification.
原因原因原因原因 : ストアド・ファンクションでは VALUES(...)構文を使用し、ストアド・プロシー
ジャでは CALL ...構文を使用します。

処置処置処置処置 : 指定されたファンクションおよびプロシージャ構文は、SQLJで解釈できます。
ただし、SQLJプログラムの移植性を最大限にするには、指示されている構文を使用し
ます。

Stored function syntax does not follow SQLJ specification.
原因原因原因原因 : ストアド・ファンクションは、VALUES(...)構文を使用します。

処置処置処置処置 : SQLJでは、指定されたファンクション構文を解釈できます。ただし、SQLJプロ
グラムの移植性を最大限にするには、指示されている構文を使用します。

Stream column name #pos not permitted in SELECT INTO statement.
原因原因原因原因 : SELECT INTO文で、sqlj.runtime.AsciiStreamなどのストリーム型は使
用できません。

処置処置処置処置 : 1つのストリーム列に対して、位置指定イテレータを使用し、ストリーム列を最
後に配置します。または、名前指定イテレータを使用する場合は、ストリーム列（およ
びその他の列）が順にアクセスされるようにします。
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Syntax [<connection context>, <execution context>, ...] is illegal. Only two context 
descriptors are permitted.
処置処置処置処置 : 接続コンテキストと実行コンテキストの両方を指定する場合は、#[<connection 
context>, <execution context>]{ ... }を使用します。

The class prefix is prefix, which has the SQLJ reserved shape <file>_SJ.
原因原因原因原因 : <file>_SJ<suffix>形式のクラス名は使用しないでください。これは、SQLJ内部
で使用するために予約されています。

The column column type is not nullable, even though it may be NULL in the select list. 
This may result in a runtime error.
原因原因原因原因 : Java内の NULLは、データベース内の NULLとは異なります。

The option value -warn=value is invalid. Permitted values are: all, none, nulls, nonulls, 
precision, noprecision, strict, nostrict, verbose, noverbose.
処置処置処置処置 : -warnオプションに許可されている値のみを指定します。

The result set column "name" type was not used by the named cursor.
原因原因原因原因 : 問合せによって、型 typeの列 nameが選択されました。しかし、この列は名前指
定イテレータが要求するものではありません。

処置処置処置処置 : 問合せを変更するか、またはこのメッセージを無視します。（このメッセージは、
-warn=nostrictオプションで非表示にできます。）

The tag tag in option option is invalid. This option does not permit tags.
処置処置処置処置 : タグを使用できるのは、-user、-url、-password、-offlineおよび
-onlineオプションのみです。オプションは、-option@tagではなく -optionとして指
定します。

The type of the context expression is type. It does not implement a connection context.
原因原因原因原因 : 接続コンテキストは、sqlj.runtime.ConnectionContextを実装している必
要があります。

The type of the statement execution context is type. It does not implement an 
ExecutionContext.
原因原因原因原因 : 実行コンテキストは、クラス sqlj.runtime.ExecutionContextのインスタ
ンスであることが必要です。

This type is not legal as an IN argument.
原因原因原因原因 : Java型は、JDBCドライバで IN引数ではなく、OUT引数としてサポートされて
います。

This type is not legal as an OUT argument.
原因原因原因原因 : Java型は、JDBCドライバで OUT引数ではなく、IN引数としてサポートされて
います。

Type type for column column is not a JDBC type. Column declaration is not portable.
処置処置処置処置 : 移植性を最大限にするには、JDBC仕様に従った型を使用します。
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Type type for column column is not a valid Java type.
原因原因原因原因 : typeの Javaクラス宣言が有効ではありません。

Type type of column column is not publicly accessible.
原因原因原因原因 : SELECTリスト列 columnの Javaクラス typeは、public属性を持つクラスではあ
りません。このため、ドライバによってインスタンス化できません。

処置処置処置処置 : SELECTリストでは、public Java型を使用します。

Type type of host item #n is not permitted in JDBC. This will not be portable.
処置処置処置処置 : 移植性を最大限にするには、JDBC仕様に従った型を使用します。

Type type of host item item (at position #n) is not permitted in JDBC. This will not be 
portable.
処置処置処置処置 : 移植性を最大限にするには、JDBC仕様に従った型を使用します。

Type type of INTO-list item n is not publicly accessible.
原因原因原因原因 : INTOリスト項目 nの Javaクラス typeは、public属性を持つクラスではありま
せん。このため、ドライバによってインスタンス化できません。

処置処置処置処置 : INTOリスト内では、publicな Java型を使用します。

Type cast operator requires non-void operand.
原因原因原因原因 : void型は、実際の型にはキャストできません。

処置処置処置処置 : オペランドの型を修正するか、またはキャスト操作を削除します。

Type mismatch in argument #n of INTO-list. Expected: type1 Found: type2
原因原因原因原因 : INTOリスト内のホスト式 #nの Java型 type2が、位置指定イテレータで指示さ
れる Java型 type1と一致しません。

Unable to check SQL query. Error returned by database is: error
原因原因原因原因 : 基本スキーマに対して SQL問合せをチェック中に、データベースからエラー・
メッセージが出力されました。

処置処置処置処置 : SQL問合せが正しいことを確認します。

Unable to check SQL statement. Could not parse the SQL statement.
原因原因原因原因 : SQL文を解析中にエラーが発生し、選択リストの内容を認識できません。

処置処置処置処置 : SQL問合せの構文を確認します。

Unable to check SQL statement. Error returned by database is: error
原因原因原因原因 : 基本スキーマに対して SQL文をチェック中に、データベースでエラー・メッ
セージが発生しました。

処置処置処置処置 : SQL文が正しいことを確認します。
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Unable to check WHERE clause. Error returned by database is: error
原因原因原因原因 : 基本スキーマからの問合せの形式を判定中に、データベースからエラー・メッ
セージが出力されました。

処置処置処置処置 : SQL問合せの構文を確認します。

Unable to convert profile to a class file.
原因原因原因原因 : SQLJでプロファイル・ファイル profileをクラス・ファイルに変換できません。

処置処置処置処置 : プロファイル・ファイルが存在していること、-dオプションで指定されたディレ
クトリが書込み可能であること、および Javaコンパイラがアクセス可能であることを
確認してください。

unable to create backup file
原因原因原因原因 : 現行のプロファイルのバックアップ・ファイルを作成できません。プロファイル
が置かれているディレクトリに、新しいファイルを作成できません。元のプロファイル
は、変更されないままの状態になります。

処置処置処置処置 : プロファイルが置かれたディレクトリのアクセス権を確認し、カスタマイザ・
ハーネスを再実行します。backupオプションを省略し、バックアップ・ファイルを作
成せずに、プロファイルをカスタマイズします。

unable to create output file file
処置処置処置処置 : ファイル fileを作成するためのアクセス権が設定されていることを確認します。

unable to create package directory directory 
原因原因原因原因 : -dオプションまたは -dirオプションによって、ディレクトリ階層内に出力
ファイルを作成することが指定されています。サブディレクトリを作成できることを確
認します。

unable to delete filename
原因原因原因原因 : プロファイル変換ユーティリティで、プロファイル・ファイル filenameを削除で
きません。

処置処置処置処置 : ファイル filenameのアクセス権を確認します。

Unable to determine type of WITH-clause attribute name: circular reference.
原因原因原因原因 : WITH句属性 nameの値が、直接または間接的に自己参照されてしまっています。
こうした場合は、属性のタイプを判定できません。

処置処置処置処置 : WITH句の値を自己参照しないように変更します。

unable to find input file filename
処置処置処置処置 : ファイル filenameが存在することを確認します。

Unable to instantiate the offline checker class.
原因原因原因原因 : クラス classには、publicなデフォルト・コンストラクタがありません。
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Unable to instantiate the online checker class.
原因原因原因原因 : クラス classには、publicなデフォルト・コンストラクタがありません。

Unable to instrument args: message
原因原因原因原因 : インストルメント中に発生したエラーが原因で、クラス・ファイル argsをインス
トルメントできません。

処置処置処置処置 : クラス・ファイルが存在し、破損がなく、書込み可能であることを確認します。

unable to load class class name: error description
原因原因原因原因 : この SQL文で使用されている型 class nameのパラメータまたはイテレータ列を、
カスタマイザがロードできません。カスタマイズするには、カスタマイザが SQL操作
で使用されているすべてのクラスをロードできることが必要です。

処置処置処置処置 : 型 class nameが .class形式で存在し、CLASSPATHで指定されていることを確認
します。問題の詳細は、error descriptionを参照してください。

Unable to load the offline checker class.
原因原因原因原因 : Javaクラス classが見つかりません。

Unable to load the online checker class.
原因原因原因原因 : Javaクラス classが見つかりません。

unable to move original filename to new filename
原因原因原因原因 : プロファイル変換ユーティリティで、プロファイル・ファイル original filenameを
new filenameという名前に変更できません。

処置処置処置処置 : ファイルと出力ディレクトリのアクセス権を確認します。

Unable to obtain DatabaseMetaData to determine the online checker to use for context 
context. Attempting to use offline checker instead.
原因原因原因原因 : JDBCデータベースのメタ・データを使用できないか、またはデータベース名と
バージョン番号が見つかりませんでした。

処置処置処置処置 : 有効な JDBCドライバを使用できることを確認します。

Unable to obtain description of stored function or procedure: error.
原因原因原因原因 : ストアド・ファンクションまたはストアド・プロシージャの起動を認識できない
ために、エラーが発生しました。

処置処置処置処置 : 有効なストアド・プロシージャまたはストアド・ファンクションを呼び出してい
ることを確認します。SQLJプログラムのチェックに、有効な JDBCドライバを使用し
ていることを確認します。
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Unable to obtain line mapping information from Java file args: message
原因原因原因原因 : SQLJでは、エラーの発生が原因で、Javaファイル argsから行マッピング情報を
取得できませんでした。

処置処置処置処置 : Javaクラス・ファイルが存在し、破損がなく、読取り可能であることを確認しま
す。

unable to open temporary output file filename
処置処置処置処置 : テンポラリ・ファイル filenameを作成できること、およびディレクトリが書込み
可能であることを確認します。

Unable to perform online type checking on weakly typed host item untypables
原因原因原因原因 : SQLJでは、各 Javaホスト式に対応する SQL型が決められています。これらの
SQL型は、文のオンライン・チェックに必要です。緩い型指定を使用している場合は、
SQL文をオンライン・チェックできない場合があります。

処置処置処置処置 : 緩い型指定をユーザー定義の型指定に置き換えます。

Unable to perform semantic analysis on connection connectionUrl by user user. Error 
returned by database is: error
原因原因原因原因 : オンライン・チェック用の接続を確立できませんでした。

unable to read input file filename 
処置処置処置処置 : ファイル filenameが存在し、その読取りアクセス権を持っていることを確認しま
す。

Unable to read password from user: error.
原因原因原因原因 : ユーザー・パスワードの読取り中に、エラーが発生しました。

unable to read property file property file
処置処置処置処置 : -props=property fileオプションに、プロパティ・ファイルが指定されています。
このファイルが存在し、読取り可能であることを確認します。

Unable to read translation state from file: message
処置処置処置処置 : SQLJでテンポラリ・ファイル fileの作成と、その読取りが可能であることを確認
します。

Unable to remove file file1 or file2
原因原因原因原因 : トランスレーション時に生成されたテンポラリ・ファイルを削除できませんでし
た。

処置処置処置処置 : 新しく作成されたファイルのデフォルトのアクセス権を確認します。
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unable to remove file filename
原因原因原因原因 : プロファイルのカスタマイズ時に、削除できないテンポラリ・ファイル filename
が生成されました。

処置処置処置処置 : 新しく作成されたファイルのデフォルトのアクセス権を確認します。テンポラ
リ・ファイルを手動で削除します。

unable to rename file original filename to new filename
原因原因原因原因 : プロファイルのカスタマイズ時に、テンポラリ・ファイル original filenameを new 
filenameという名前に変更できませんでした。カスタマイザ・ハーネスが、元のプロ
ファイルまたは .jarファイルをカスタマイズされたバージョンに置き換えられません
でした。

処置処置処置処置 : 元のプロファイルまたは jarファイルが書込み可能であることを確認します。

unable to rename output file from original filename to new filename
処置処置処置処置 : new filenameが書込み可能であることを確認します。

Unable to resolve stored function function - n declarations match this call.
原因原因原因原因 : ストアド・ファンクションの起動が、データベース内の複数のストアド・ファン
クションのシグネチャと一致します。

処置処置処置処置 : ストアド・ファンクションの引数に SQL式ではなく Javaホスト式を使用して、
シグネチャを解決します。

Unable to resolve stored procedure procedure - n declarations match this call.
原因原因原因原因 : ストアド・プロシージャの起動が、データベース内の複数のストアド・プロシー
ジャのシグネチャと一致します。

処置処置処置処置 : ストアド・プロシージャの引数に SQL式ではなく Javaホスト式を使用して、シ
グネチャを解決します。

Unable to resolve type of WITH attribute attribute.
原因原因原因原因 : イテレータまたはコンテキストの宣言で、WITH属性が使用されています。
WITH属性の値がリテラル定数またはシンボリック定数ではないので、属性の Java型
を特定できません。

処置処置処置処置 : リテラル定数またはシンボリック定数を使用して、WITH属性の値を指定しま
す。

Unable to write Java compiler command line to file: message
処置処置処置処置 : SQLJでテンポラリ・ファイル fileの作成と、その読取りが可能であることを確認
します。

Unable to write translation state to file: message
処置処置処置処置 : SQLJでテンポラリ・ファイル fileへの書込みが可能であることを確認します。
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Unbalanced curly braces.
原因原因原因原因 : 必要な箇所に閉じ中カッコが指定されていません。

処置処置処置処置 : 不足する閉じ中カッコを追加します。

Unbalanced parenthesis.
原因原因原因原因 : 必要な箇所に閉じカッコが指定されていません。

処置処置処置処置 : 不足する閉じカッコを追加します。

Unbalanced square brackets.
原因原因原因原因 : 必要な箇所に閉じ大カッコが指定されていません。

処置処置処置処置 : 不足する閉じ大カッコを追加します。

unchanged
原因原因原因原因 : カスタマイズで、プロファイルが変更されませんでした。

処置処置処置処置 : エラーが原因でカスタマイズが正常に実行されなかった場合は、それを修正しま
す。プロファイル・プリンタなど、プロファイルを変更しないカスタマイザもありま
す。そのような場合は、このメッセージを無視してください。

Undefined variable or class name: name
原因原因原因原因 : 名前 nameは、式の中に使用されていますが、参照可能な変数またはクラス名に
対応していません。

処置処置処置処置 : この変数の有無と、名前付きクラスでこの変数を参照可能かどうかを確認しま
す。

Undefined variable, class, or package name: name
原因原因原因原因 : 名前 nameは、式の中に使用されていますが、参照可能な変数またはクラス名に
対応していません。

処置処置処置処置 : この変数の有無と、名前付きクラスでこの変数を参照可能かどうかを確認しま
す。

Undefined variable: name
原因原因原因原因 : 名前 nameは、式の中に使用されていますが、参照可能な変数には対応していま
せん。

処置処置処置処置 : この名前で参照変数を参照可能かどうかを確認します。

unexpected error occurred...
処置処置処置処置 : SQLJトランスレーション時に予期しないエラーが発生しました。このエラーが
発生した場合は、オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。
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Unexpected token 'unexpected token' in Java statement.
原因原因原因原因 : Java文では、ソース・コードで出現する箇所において、トークン unexpected token
を指定できません。

処置処置処置処置 : 文の構文を確認します。

unknown digest algorithm: algorithm name
原因原因原因原因 : カスタマイザ・ハーネスの digestsオプションに、不明な jarメッセージ・ダイ
ジェスト・アルゴリズムが指定されています。

処置処置処置処置 : algorithm nameが有効なメッセージ・ダイジェスト・アルゴリズムであることと、
対応する MessageDigest実装クラスが CLASSPATHに指定されていることを確認し
ます。

Unknown identifier 'unknown identifier'.
原因原因原因原因 : 識別子 unknown identifierが定義されていません。

処置処置処置処置 : 識別子の入力にタイプ・ミスがないこと、または識別子が定義されていることを
確認します。

Unknown identifier.
原因原因原因原因 : 識別子が定義されていません。

処置処置処置処置 : 識別子の入力にタイプ・ミスがないこと、または識別子が定義されていることを
確認します。

unknown option found in location: name
処置処置処置処置 : 有効な SQLJオプションを使用していることを確認します。sqlj -help-longを
実行すると、サポートされているオプションがリストされます。

unknown option type:オプション名オプション名オプション名オプション名
原因原因原因原因 : カスタマイザ・ハーネスで、オプション option nameを処理できません。このオ
プションに適切な JavaBeansプロパティ・エディタが見つかりませんでした。このオプ
ションは、カスタマイザ固有の非標準オプションの可能性があります。

処置処置処置処置 : 現行のカスタマイザに対応付けられているプロパティ・エディタに、
CLASSPATHでアクセスできることを確認します。エラーを回避するには、オプション
の使用を中止するか、別のカスタマイザを使用します。

Unknown target type in cast expression.
原因原因原因原因 : キャスト操作のターゲット型が定義されていません。

処置処置処置処置 : 型の名前を確認します。また、型の名前が定義されていることを確認します。

unrecognized option: option
原因原因原因原因 : プロファイル変換ユーティリティに、不明なオプションが指定されています。

処置処置処置処置 : オプションのスペルが正しいことを確認します。
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Unrecognized SET TRANSACTION syntax at "token" ...
原因原因原因原因 : この SET TRANSACTION文は、SQLJで認識できません。

処置処置処置処置 : この SET TRANSACTION句を SQLJで実行する場合は、指示された構文を使用
します。

Unrecognized SET TRANSACTION syntax.
原因原因原因原因 : この SET TRANSACTION文は、SQLJで認識できません。

処置処置処置処置 : この SET TRANSACTION句を SQLJで実行する場合は、指示された構文を使用
します。

Unrecognized SQL statement: keyword
原因原因原因原因 : SQL文にキーワード keywordが指定されています。SQLJも JDBCドライバも、
これを SQLキーワードとして認識できません。

処置処置処置処置 : SQL文を確認します。このキーワードが JDBCドライバも SQLチェッカも認識
しないベンダー固有のキーワードの場合は、このメッセージを無視してください。

Unsupported file encoding
処置処置処置処置 : -encodingオプションで指定されている文字コードが、使用している Java VM
でサポートされていることを確認します。

Unsupported Java type for host item #n: type.
原因原因原因原因 : 使用している JDBCドライバでは、Java型 typeがホストの項目としてサポートさ
れていません。

処置処置処置処置 : ホスト式で別の Java型を使用します。場合によっては、JDBCドライバを更新し
ます。

Unsupported Java type for host item name (at position #n): type.
原因原因原因原因 : 使用している JDBCドライバでは、Java型 typeがホストの項目としてサポートさ
れていません。

処置処置処置処置 : ホスト式で別の Java型を使用します。場合によっては、JDBCドライバを更新し
ます。

Unsupported Java type for item #pos of INTO-list: type.
原因原因原因原因 : 使用している JDBCドライバでは、INTOリスト項目 posの Javaクラス typeはサ
ポートされていません。

処置処置処置処置 : INTOリスト内では、サポートされている Java型を使用します。場合によって
は、JDBCドライバを更新します。

Unterminated comment.
原因原因原因原因 : クラス宣言が完了する前に、ソース・ファイルはコメントで終了しています。

処置処置処置処置 : ソース・ファイル中にコメント・デリミタが不足していないことを確認します。
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valid Oracle customization exists
原因原因原因原因 : 有効な Oracleカスタマイザを使用して、プロファイルがすでにカスタマイズさ
れています。プロファイルは、変更されませんでした。

処置処置処置処置 : プロファイルは、Oracle用にカスタマイズされています。特に必要な処置はあり
ません。

Value of iterator attribute attribute must be a boolean.
処置処置処置処置 : このイテレータ with句属性には、ブール値を指定する必要があります。 
attribute=trueまたは attribute=falseを指定します。

Value of iterator attribute updateColumns must be a String containing a list of column 
names.
処置処置処置処置 : イテレータ with句に、updateColumns属性を指定します。次のように指定し
ます。updateColumns="col1,col2,col3"。この列名は更新可能な列を表します。

Value of the iterator with-clause attribute sensitivity must be one of SENSITIVE, 
ASENSITIVE, or INSENSITIVE.
処置処置処置処置 : sensitivityを設定するには、イテレータ宣言の with句に、次のいずれかを
指定します。sensitivity=SENSITIVE、sensitivity=ASENSITIVEまたは
sensitivity=INSENSITIVE。

Value returned by SQL query is not assigned to a variable.
原因原因原因原因 : 問合せの戻り値の処理が定義されていません。

処置処置処置処置 : SQL文を調べ、SELECTの結果を破棄してもよいかどうかを確認します。

Value returned by SQL stored function is not assigned to a variable.
原因原因原因原因 : ストアド・ファンクションの戻り値の処理が定義されていません。

処置処置処置処置 : SQL文を調べ、ストアド・ファンクションの戻り値を破棄してしてもよいかどう
かを確認します。

You are using a non-Oracle JDBC driver to connect to an Oracle database. Only 
JDBC-generic checking will be performed.
原因原因原因原因 : Oracle固有のチェックを行うには、Oracle JDBCドライバが必要です。

You are using an Oracle 8,0 JDBC driver, but connecting to an Oracle7 database. SQLJ will 
use Oracle7 specific SQL checking.
原因原因原因原因 : オンライン接続によるトランスレーションは、接続先のデータベースの機能に自
動的に限定されます。

処置処置処置処置 : Oracle 8.0 JDBCドライバを使用して、Oracle7データベースに接続する場合は、
オフライン・チェックの場合は oracle.sqlj.checker.Oracle7OfflineChecker、
オンライン・チェックの場合は oracle.sqlj.checker.Oracle7JdbcCheckerと、
それぞれ明示的に指定します。
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You are using an Oracle 8.1 JDBC driver, but are not connecting to an Oracle8 or Oracle7 
database. SQLJ will perform JDBC-generic SQL checking.
原因原因原因原因 : この SQLJのバージョンでは、接続先のデータベースが認識されません。

処置処置処置処置 : Oracle7データベースまたは Oracle8データベースに接続します。

You are using an Oracle 8.1 JDBC driver, but connecting to an Oracle7 database. SQLJ will 
use Oracle7 specific SQL checking.
原因原因原因原因 : オンライン接続によるトランスレーションは、接続先のデータベースの機能に自
動的に限定されます。

処置処置処置処置 : Oracle 8.1 JDBCドライバを使用して、Oracle7データベースに接続する場合は、
オフライン・チェックの場合は
oracle.sqlj.checker.Oracle8To7OfflineChecker、オンライン・チェックの
場合は oracle.sqlj.checker.Oracle8To7JdbcCheckerと、それぞれ明示的に指
定します。

You are using an Oracle JDBC driver, but connecting to an non-Oracle database. SQLJ will 
perform JDBC-generic SQL checking.
原因原因原因原因 : この SQLJのバージョンでは、接続先のデータベースが認識されません。

処置処置処置処置 : Oracle7データベースまたは Oracle8データベースに接続します。

You cannot specify both, source files (.sqlj,.java) and profile files (.ser,.jar)
原因原因原因原因 : SQLJでは、.sqljソース・ファイルと .javaソース・ファイルを変換、コンパ
イルおよびカスタマイズできます。また、.serファイルと、.serファイルを含む
.jarアーカイブを指定してプロファイル・ファイルをカスタマイズできます。ただし、
この両方は行えません。

ランタイム・メッセージランタイム・メッセージランタイム・メッセージランタイム・メッセージ
ここでは、SQLJランタイムで出力されるエラー・メッセージ、SQLの状態、原因および処
置の一覧を示します。

SQLの状態の詳細は、4-24ページの「SQLの状態およびエラー・コードの取出し」を参照
してください。

java.io.InvalidObjectException: invalid descriptor: descriptor value
原因原因原因原因 : プロファイル・オブジェクトのロード中に、ある SQL操作の記述子オブジェク
トが無効だと判定されました。プロファイルが標準仕様ではないか、または破損ファイ
ルから読み込まれた可能性があります。

処置処置処置処置 : 元のソース・ファイルを再変換して、プロファイルを再度作成します。
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java.io.InvalidObjectException: invalid execute type: type value
原因原因原因原因 : プロファイル・オブジェクトのロード中に、いずれかの SQL操作を実行するた
めのメソッドが無効だと判定されました。プロファイルが標準仕様ではないか、または
破損ファイルから読み込まれた可能性があります。

処置処置処置処置 : 元のソース・ファイルを再変換して、プロファイルを再度作成します。

java.io.InvalidObjectException: invalid modality: mode value
原因原因原因原因 : プロファイル・オブジェクトのロード中に、いずれかの SQL操作パラメータの
モダリティが無効だと判定されました。プロファイルが標準仕様ではないか、または破
損ファイルから読み込まれた可能性があります。

処置処置処置処置 : 元のソース・ファイルを再変換して、プロファイルを再度作成します。

java.io.InvalidObjectException: invalid result set type: type value
原因原因原因原因 : プロファイル・オブジェクトのロード中に、いずれかの SQL操作で生成された
結果の型が無効だと判定されました。プロファイルが標準仕様ではないか、または破損
ファイルから読み込まれた可能性があります。

処置処置処置処置 : 元のソース・ファイルを再変換して、プロファイルを再度作成します。

java.io.InvalidObjectException: invalid role: role value
原因原因原因原因 : プロファイル・オブジェクトのロード中に、いずれかの SQL操作の内容が無効
だと判定されました。プロファイルが標準仕様ではないか、または破損ファイルから読
み込まれた可能性があります。

処置処置処置処置 : 元のソース・ファイルを再変換して、プロファイルを再度作成します。

java.io.InvalidObjectException: invalid statement type: type value
原因原因原因原因 : プロファイル・オブジェクトのロード中に、いずれかの SQL操作の文の型が無
効だと判定されました。プロファイルが標準仕様ではないか、または破損ファイルから
読み込まれた可能性があります。

処置処置処置処置 : 元のソース・ファイルを再変換して、プロファイルを再度作成します。

java.lang.ClassNotFoundException: not a profile: profile name
原因原因原因原因 : profile nameという名前でプロファイルとして作成されたオブジェクトが、プロ
ファイルとして使用できません。プロファイルが記述されたファイルに不明なデータが
存在するか、またはファイルが破損している可能性があります。

処置処置処置処置 : 元のソース・ファイルを再変換して、プロファイルを再度作成します。

java.lang.ClassNotFoundException: unable to instantiate profile profile name
原因原因原因原因 : profile nameという名前のプロファイルは存在しますが、インスタンス化できませ
ん。プロファイルに無効なデータが含まれているか、または破損ファイルから読み込ま
れた可能性があります。

処置処置処置処置 : 元のソース・ファイルを再変換して、プロファイルを再度作成します。
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java.lang.ClassNotFoundException: unable to instantiate serialized profile profile name
原因原因原因原因 : profile nameという名前で型 sqlj.runtime.SerializedProfileのプロファ
イルは存在しますが、インスタンス化できません。通常、この型のプロファイルは、プ
ロファイルが .class形式に変換されていることを表します。プロファイルに無効な
データが含まれているか、または破損ファイルから読み込まれた可能性があります。

処置処置処置処置 : 元のソース・ファイルを再変換して、プロファイルを再度作成します。プロファ
イルを .class形式で作成する場合は、ser2classオプションを使用します。

java.sql.SQLException: expected x columns in select list but found y
SQLの状態の状態の状態の状態 : 42122

原因原因原因原因 : 問合せの結果、x個の項目が選択されましたが、INTOリスト項目数は y個です。
または、y個の列で構成されるイテレータに代入されています。

処置処置処置処置 : INTOリスト項目またはイテレータ列の個数と、選択された項目の個数が一致す
るようにプログラムを修正します。

java.sql.SQLException: expected instance of ForUpdate iterator at parameter x, found class 
class name
SQLの状態の状態の状態の状態 : 46130

原因原因原因原因 : 位置指定の SQL操作に、CURRENT OF句のターゲットとしてランタイム型 class 
nameのホスト式が指定されています。class nameは、sqlj.runtime.ForUpdateイ
ンタフェースのインスタンスであることが必要です。

処置処置処置処置 : CURRENT OF句のターゲットとして渡されるイテレータ型の宣言を更新します。
implements句に ForUpdateインタフェースを指定します。

java.sql.SQLException: expected statement with no OUT parameters: {statement}
SQLの状態の状態の状態の状態 : 46130

原因原因原因原因 : SQL操作に予期しない 1つ以上の OUTまたは INOUTパラメータが指定されて
います。操作が SQLJランタイム標準に従っていないために、特別なカスタマイズを行
う必要があります。または、プロファイルが破損ファイルから読み込まれた可能性があ
ります。

処置処置処置処置 : 元の SQL操作が有効であることを確認します。ソース・ファイルを再変換する
か、または拡張機能をサポートするカスタマイザを使用します。

java.sql.SQLException: expected statement with OUT parameters: {statement}
SQLの状態の状態の状態の状態 : 46130

原因原因原因原因 : SQL操作に 1つ以上指定する必要のある OUTまたは INOUTパラメータが指定
されていません。操作が SQLJランタイム標準に従っていないために、特別なカスタマ
イズを行う必要があります。または、プロファイルが破損ファイルから読み込まれた可
能性があります。

処置処置処置処置 : 元の SQL操作が有効であることを確認します。ソース・ファイルを再変換する
か、または拡張機能をサポートするカスタマイザを使用します。
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java.sql.SQLException: expected statement {statement} to be executed via executeQuery
SQLの状態の状態の状態の状態 : 46130

原因原因原因原因 : SQL操作に対して、結果セットではなく更新カウントを生成するように要求され
ました。操作が SQLJランタイム標準に従っていないために、特別なカスタマイズを行
う必要があります。または、プロファイルが破損ファイルから読み込まれた可能性があ
ります。

処置処置処置処置 : 元の SQL操作が有効であることを確認します。ソース・ファイルを再変換する
か、または拡張機能をサポートするカスタマイザを使用します。

java.sql.SQLException: expected statement {statement} to be executed via executeUpdate
SQLの状態の状態の状態の状態 : 46130

原因原因原因原因 : SQL操作に対して、更新カウントではなく結果セットを生成するように要求され
ました。操作が SQLJランタイム標準に従っていないために、特別なカスタマイズを行
う必要があります。または、プロファイルが破損ファイルから読み込まれた可能性があ
ります。

処置処置処置処置 : 元の SQL操作が有効であることを確認します。ソース・ファイルを再変換する
か、または拡張機能をサポートするカスタマイザを使用します。

java.sql.SQLException: expected statement {statement} to use x parameters, found y
SQLの状態の状態の状態の状態 : 46130

原因原因原因原因 : y個のホスト式が必要な SQL操作で、x個のホスト式が指定されています。操作
が SQLJランタイム標準に従っていないために、特別なカスタマイズを行う必要があり
ます。または、プロファイルが破損ファイルから読み込まれた可能性があります。

処置処置処置処置 : 元の SQL操作が有効であることを確認します。ソース・ファイルを再変換する
か、または拡張機能をサポートするカスタマイザを使用します。

java.sql.SQLException: found null connection context
SQLの状態の状態の状態の状態 : 08003

原因原因原因原因 : 実行可能な SQL文で使用されている接続コンテキストのインスタンスが NULL
です。

処置処置処置処置 : 接続コンテキストのインスタンスを NULL以外の値に初期化します。SQL文が
暗黙的接続コンテキストを使用している場合は、
sqlj.runtime.ref.DefaultContextクラスの static setDefaultContextメソッ
ドを使用して初期化します。

java.sql.SQLException: found null execution context
SQLの状態の状態の状態の状態 : 08000

原因原因原因原因 : 実行可能な SQL文で使用されている実行コンテキストのインスタンスが NULL
です。

処置処置処置処置 : 実行コンテキストのインスタンスを NULL以外の値に初期化します。
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java.sql.SQLException: Invalid column name
SQLの状態の状態の状態の状態 : 46121

原因原因原因原因 : この SQL操作で使用されている名前指定イテレータで宣言されている列名と、
基になる結果セットに含まれている列名が一致しません。名前指定イテレータの各列
は、大文字 /小文字の区別なく、基になる結果セット内の列名と一意に一致する必要が
あります。

処置処置処置処置 : 名前指定イテレータ内の列名と、対応する問合せ内の列名のいずれかを変更し
て、この 2つの名前が一致するようにします。

java.sql.SQLException: invalid iterator type: type name
SQLの状態の状態の状態の状態 : 46120

原因原因原因原因 : この SQL操作の戻り値（処理対象）は type name型のオブジェクトですが、これ
は有効なイテレータ型ではありません。標準ではないトランスレータによって生成され
たイテレータの可能性があります。

処置処置処置処置 : 元の SQL操作を確認し、使用しているイテレータ型が有効であることを確認し
ます。必要に応じて、ソース・ファイルを再変換します。

java.sql.SQLException: key is not defined in connect properties: key name
SQLの状態の状態の状態の状態 : 08000

原因原因原因原因 : キー key nameは、接続プロパティ・リソース・ファイルで定義されていません。
接続プロパティ・リソース・ファイル内の情報を使用して、データベース接続が確立さ
れます。このファイルには、key nameという名前のキーが指定されている必要がありま
す。

処置処置処置処置 : 必要な接続に対する値と、キー key nameを接続プロパティ・ファイルに追加しま
す。

java.sql.SQLException: multiple rows found for select into statement
SQLの状態の状態の状態の状態 : 21000

原因原因原因原因 : SELECT INTO文を実行した結果、複数の行が出力されました。

処置処置処置処置 : 1行のみ選択されるように SELECT INTO問合せ、または問合せ結果を修正しま
す。

java.sql.SQLException: no rows found for select into statement
SQLの状態の状態の状態の状態 : 02000

原因原因原因原因 : SELECT INTO文を実行した結果、行が何も出力されませんでした。

処置処置処置処置 : 1行のみ選択されるように SELECT INTO問合せ、または問合せ結果を修正しま
す。
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java.sql.SQLException: null connection
SQLの状態の状態の状態の状態 : 08000

原因原因原因原因 : 接続コンテキスト・クラスに、NULLの SQLJ接続コンテキストまたは JDBC接
続オブジェクトが渡されました。

処置処置処置処置 : JDBC接続を使用している場合は、JDBC接続オブジェクトでデータベース接続
を確立してから、それを接続コンテキストのコンストラクタに渡します。Oracle JDBC
ドライバの場合、この処理には、java.sql.DriverManagerクラスの staticな
getConnectionメソッドの 1つを使用します。接続コンテキスト・オブジェクトを使
用している場合は、そのオブジェクトを正しく初期化してからコンストラクタに渡しま
す。デフォルトの接続コンテキストを使用している場合は、デフォルト・コンテキスト
を使用する前に setDefaultContextを呼び出します。

java.sql.SQLException: profile profile name not found: error description
SQLの状態の状態の状態の状態 : 46130

原因原因原因原因 : プロファイル profile nameが見つからないか、インスタンス化できません。error 
descriptionに詳細が示されています。

処置処置処置処置 : error descriptionを参照して対処します。

java.sql.SQLException: SQL operation currently in use
SQLの状態の状態の状態の状態 : 46000

java.sql.SQLException: unable to convert database class found type to client class expected 
type
SQLの状態の状態の状態の状態 : 22005

原因原因原因原因 : ホスト式でクラス expected typeが必要とされる場合に、データベース型から Java
オブジェクトへのデフォルト・マッピングによって、クラス found typeが生成されまし
た。クライアント側クラス java.math.BigDecimalへの変換に失敗した可能性があ
ります。または、特別なカスタマイザを使用している場合のみサポートされる標準では
ないクラスへの変換に失敗した可能性があります。

処置処置処置処置 : 選択したデータベース型が、ホスト変数またはフェッチ先のイテレータ列の型に
代入できるデフォルト・マッピングを持っていることを確認します。別のクライアント
側型を使用することが必要な場合もあります。クライアント側型をサポートするために
必要なカスタマイザが使用されていることを確認します。
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java.sql.SQLException: Unable to create CallableStatement for RTStatement
SQLの状態の状態の状態の状態 : 46110

原因原因原因原因 : この SQL操作を実行するには、実行時に JDBC CallableStatementオブジェ
クトを使用する必要があります。ただし、このオブジェクトは、操作の実行に使用され
るカスタマイザからは使用できません。互換性のないカスタマイザがアプリケーション
で使用されている可能性があります。または、操作の実行に、特別なカスタマイザが必
要な場合もあります。

処置処置処置処置 : ソース・ファイルを再変換するか、または拡張機能をサポートするカスタマイザ
を使用します。

java.sql.SQLException: Unable to create PreparedStatement for RTStatement
SQLの状態の状態の状態の状態 : 46110

原因原因原因原因 : この SQL操作を実行するには、実行時に JDBC PreparedStatementオブジェ
クトを使用する必要があります。ただし、このオブジェクトは、操作の実行に使用され
るカスタマイザからは使用できません。互換性のないカスタマイザがアプリケーション
で使用されている可能性があります。または、操作の実行に、特別なカスタマイザが必
要な場合もあります。

処置処置処置処置 : ソース・ファイルを再変換するか、または拡張機能をサポートするカスタマイザ
を使用します。

java.sql.SQLException: unable to load connect properties file: filename
SQLの状態の状態の状態の状態 : 08000

原因原因原因原因 : 接続プロパティ・ファイル filenameをリソース・ファイルとしてロードできませ
ん。このファイルは、データベース接続の確立に使用されます。このファイルはアプリ
ケーション・リソース・ファイルとしてロードされるので、アプリケーション・クラス
でパッケージ化する必要があります。ファイルが期待された場所にないか、または読取
り不可能の可能性があります。

処置処置処置処置 : 接続プロパティ・ファイルが読取り可能で、アプリケーション・クラスでパッ
ケージ化されていることを確認します。

java.sql.SQLException: unexpected call to method method name
SQLの状態の状態の状態の状態 : 46130

原因原因原因原因 : SQL操作の実行に、メソッド method nameへの予期しないコールが含まれていま
す。操作が SQLJランタイム標準に従っていないために、特別なカスタマイズを行う必
要があります。標準ではない SQLJトランスレータが使用されている可能性もあります。

処置処置処置処置 : 元の SQL操作が有効であることを確認します。ソース・ファイルを再変換する
か、または拡張機能をサポートするカスタマイザを使用します。
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java.sql.SQLException: unexpected exception raised by constructor constructor name : 
exception description
SQLの状態の状態の状態の状態 : 46120

原因原因原因原因 : ランタイム結果または出力パラメータの生成時に、コンストラクタがランタイム
例外を発生させました。

処置処置処置処置 : exception descriptionの内容を確認し、例外の原因を特定します。

java.sql.SQLException: unexpected exception raised by method method name : exception 
description
SQLの状態の状態の状態の状態 : 46120

原因原因原因原因 : ホスト式とデータベース型間の変換がメソッド method nameの呼出しと関係して
おり、このメソッドが SQLException以外の例外を発生させました。

処置処置処置処置 : exception descriptionの内容を確認し、例外の原因を特定します。

sqlj.runtime.SQLNullException: cannot fetch null into primitive data type
SQLの状態の状態の状態の状態 : 22002

原因原因原因原因 : 基本型の Javaイテレータ列型、結果、OUTパラメータまたは INOUTパラメー
タに、SQL NULLの格納を試みました。

処置処置処置処置 : 基本型ではなく、NULL値を許容する Javaラッパー型を使用します。
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