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はじめにはじめにはじめにはじめに

このマニュアルでは、Oracle8i interMedia Audio,Imageおよび Video Java Classesの使用方
法について説明します。 
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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、Oracleデータベースでオーディオ、イメージ、ビデオ・データを格納、
取得、操作するアプリケーション開発者およびデータベース管理者（オーディオ、イメー
ジ、ビデオの特殊オプションの開発者を含む）を対象としています。 このマニュアルのユー
ザーは、Javaおよび JDBCの経験が必要です。

構成構成構成構成
このマニュアルは、次の章および付録で構成されています。

関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント
このマニュアルは、単独での使用を目的としていません。  『Oracle8i interMedia 
Audio,Image,Videoユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』の補足情報として使用してく
ださい。 この製品に Javaインターフェースを使用して interMediaオブジェクトを正常に操
作するには、両方のマニュアルが必要です。

開発環境でこれらのデータ・オプションを使用する場合の詳細は、Oracle8iマニュアル・
セットで、次のマニュアルを参照してください。

�  『Oracle8i コール・インタフェース・プログラマーズ・ガイド』

�  『Oracle8i アプリケーション開発者ガイド 基礎編』

�  『Oracle8i 概要』

�  『Oracle8i PL/SQLユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』 

JDBCの使用方法の詳細は、 『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。

第 1章 一般的な概要を説明します。

第 2章 Javaクラスのインストールに含まれる例の情報を示します。

第 3章 ORDAudioクラスのリファレンス情報を示します。

第 4章 ORDImageクラスのリファレンス情報を示します。

第 5章 ORDVideoクラスのリファレンス情報を示します。

付録 A Javaクラスに含まれるサンプル・ファイルの実行方法を示します。

付録 B 発生する可能性がある例外およびエラーについて説明します。

付録 C 前回のリリースから使用されなくなったメソッドを示します。
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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、Oracle8i interMedia Audio, Imageおよび Video Java Classesを、
interMedia Java Classesと表記する場合があります。 また、Oracle8i interMedia Audio, 
Imageおよび Videoを、interMediaと表記する場合があります。

特に指示がない限り、例にある各行の終わりには改行があるものとします。 各入力行の最後
で、[Enter]キーを押してください。

他に、このマニュアルでは、次の表記規則を使用します。

規則規則規則規則 説明説明説明説明

    .
    .
    .

コード例で使用される縦の省略記号は、その例に直接関係しない情
報が省略されていることを示します。

... 文やコマンド内で使用される横の省略記号は、その例に直接関係し
ない文やコマンドが省略されていることを示します。

太字テキスト太字テキスト太字テキスト太字テキスト 太字は、本文中で定義されている用語を示します。

コード例にある大カッコで囲まれた太字の数字（たとえば、[1]）
は、その部分のコードが、後述の番号付きリストで詳細に説明され
ていることを示します。

イタリック体 イタリック体は、変数名を示します。

< > 山カッコは、ユーザーが指定する名前を示します。

[ ] 大カッコは、省略可能なオプション句を示します。
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1

概要概要概要概要

Oracle8i interMediaでは、ユーザーが interMedia Audio,Imageおよび Videoオブジェクト
を使用して、Javaアプリケーションを記述できるように、Audio,Imageおよび Video Java 
Classes（interMedia Java Classes）を提供しています。
概要 1-1



Oracle8i interMedia Audio,Imageおよび Video
1.1 Oracle8i interMedia Audio,Imageおよびおよびおよびおよび Video
interMedia Audio,Imageおよび Videoの機能には、Oracle8iによって管理されるマルチメ
ディア・データの格納、検索、管理および操作があります。Oracle interMediaで格納、検索
および管理をサポートしているマルチメディアには、次のものがあります。

� Oracle8iでローカルに格納され、オーディオ、イメージまたはビデオ・データを含むバ
イナリ・ラージ・オブジェクト（BLOB）

� オペレーティング・システム固有のファイル・システムのローカルに格納される、オー
ディオ、イメージまたはビデオ・データを含むファイル・ベースのラージ・オブジェク
ト（BFILE）

� HTTPサーバーに格納されるオーディオ、イメージまたはビデオ・データを含む URL

� Oracle Video Serverなどの専用メディア・サーバーに格納されるストリーミング・オー
ディオ・データまたはビデオ・データ

interMediaは、エンドユーザー向けのアプリケーションというよりは、様々なマルチメディ
ア・アプリケーションの構成部品として機能します。その中には、オブジェクト型、および
マルチメディア・データ管理および処理関連のメソッドが含まれます。interMedia 
Audio,Imageおよび Videoを活用したアプリケーションの例を次に示します。

� CD並みの音質で音楽を提供するインターネット・ミュージック・ストア

� デジタル・サウンドのリポジトリ

� 口述筆記および電話による会話のリポジトリ

� オーディオの保管および収集（音楽家向け）

� デジタル・アート・ギャラリ

� 不動産マーケティング

� 文書の電子化

� 写真のコレクション（プロの写真家向け）

� インターネット・ビデオ・ストアおよびデジタル・ビデオクリップ・プレビュー

� ストリーミング・ビデオ配信システム用のデジタル・ビデオ・ソース

� デジタル・ビデオのライブラリ、アーカイブおよびリポジトリ

� デジタル・ビデオ・トレーニング・プログラムのライブラリ

� デジタル・ビデオ・リポジトリ（動画制作、テレビ放送、ドキュメンタリ、広告向けな
ど）
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オーディオの概念
1.2 オーディオの概念オーディオの概念オーディオの概念オーディオの概念
この項では、デジタル・オーディオの概念、および interMedia Audioを使用したオーディ
オ・アプリケーションや高度な interMedia Audioオブジェクトの作成方法について説明し
ます。

1.2.1 デジタル・オーディオデジタル・オーディオデジタル・オーディオデジタル・オーディオ
interMedia Audioは、Oracle8iを使用して Oracleデータベースのデジタル・オーディオ・
データの格納、検索および管理機能を統合します。

オーディオ制作は、オーディオ・レコーダ、マイクロフォンなどのオーディオ・ソース、デ
ジタル・オーディオ、他の特殊オーディオ録音用デバイス、またはプログラム・アルゴリズ
ムを使用して行うことができます。オーディオ録音用デバイスは、マイクロフォンや磁気メ
ディアに録音されたサウンドなどのアナログ（継続した）信号を受け取り、特定のオーディ
オ特性（フォーマット、エンコーディング・タイプ、チャネル数、サンプリング・レート、
サンプル・サイズ、圧縮タイプ、再生時間など）を持つデジタル値に変換します。

1.2.2 オーディオの構成オーディオの構成オーディオの構成オーディオの構成
デジタル・オーディオは、オーディオ・データ（デジタル・ビット）、およびオーディオ・
データの情報や特性を示す属性で構成されます。オーディオ・アプリケーションは、データ
ベース表内のオーディオ・クリップの説明、録音日、制作者およびアーティストなどのアプ
リケーション固有の情報を、属性またはデータベース表の列に説明文を格納することによっ
て、オーディオ・データと関連付ける場合があります。

オーディオ・データは、そのデジタル録音の方法によって、フォーマット、エンコーディン
グ・タイプ、圧縮タイプ、チャネル数、サンプリング率、サンプル・サイズおよび再生時間
が異なります。interMedia Audioは、すべてのデータ・フォーマットのオーディオ・データ
を格納および検索できます。interMedia Audioは、一般的で多様なオーディオ・フォーマッ
トのオーディオ・データから自動的にメタデータを抽出します。サポートされるオーディオ
属性は、使用可能なハードウェアの機能や、ユーザーが定義したフォーマットについての処
理能力によって異なります。interMedia Audioが属性を抽出および格納できるデータ・
フォーマットのリスト、およびその他のオーディオ機能の詳細は、『Oracle8i interMedia 
Audio,Image,Video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。

interMedia Audioは拡張可能で、追加のオーディオ・フォーマットをサポートすることがで
きます。

数値、テキストなどの従来のコンピュータで使用するオブジェクトに比べると、デジタル・
オーディオのサイズ（バイト数）は、大きくなる傾向があります。このため、オーディオ・
データのバイト数を圧縮するコード体系を使用し、記憶デバイスおよびネットワークの負荷
を削減します。
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イメージの概念
1.3 イメージの概念イメージの概念イメージの概念イメージの概念
この項では、デジタル・イメージの概念、および interMedia Imageを使用したイメージ・ア
プリケーションや高度な interMedia Imageオブジェクトの作成方法について説明します。

1.3.1 デジタル・イメージデジタル・イメージデジタル・イメージデジタル・イメージ
interMedia Imageは、Oracle8iを使用して Oracleデータベース内のデジタル・イメージの格
納、検索および管理機能を統合します。

interMedia Imageは、実世界のオブジェクトや情景をバイナリ表現で格納した、二次元の静
的デジタル・ラスター・イメージをサポートします。イメージは、ドキュメントや写真のス
キャナ、ビデオ・キャプチャ装置に接続されたカメラやビデオデッキなどのビデオ・ソー
ス、その他の特殊イメージ・キャプチャ・デバイス、またはプログラム・アルゴリズムを使
用して制作できます。キャプチャ・デバイスは、カメラのフィルムに映写した光などのアナ
ログ（連続）信号を受け取り、ピクセルと呼ばれるデータの点で構成される二次元グリッド
上のデジタル値に変換します。イメージのキャプチャおよび表示を行うデバイスは、アプリ
ケーションから制御します。

1.3.2 イメージの構成要素イメージの構成要素イメージの構成要素イメージの構成要素
デジタル・イメージは、イメージ・データ（デジタル・ビット）およびイメージ・データの
情報や特性を示す属性で構成されます。イメージ・アプリケーションは、被写体の名前、イ
メージの説明、撮影日、カメラマンなどのアプリケーション固有の情報を、属性またはデー
タベース表内の列に説明文を格納することによって、イメージ・データに関連付ける場合が
あります。

イメージ・データ（ピクセル）は、イメージのキャプチャ方法によって、様々な濃度（各ピ
クセルのビット数）を表現でき、様々な方法で構成できます。イメージ・データの構成は、
データ・フォーマットデータ・フォーマットデータ・フォーマットデータ・フォーマットと呼ばれます。

interMedia Imageは、どのようなデータ・フォーマットのイメージ・データでも格納および
検索できます。interMedia Imageは、一般的で多様なデータ・フォーマットのイメージの特
性を処理し、自動的に抽出することができます。interMedia Imageがメタデータを処理およ
び抽出できるデータ・フォーマットのリストについては、『Oracle8i interMedia 
Audio,Image,Video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。さら
に、一部の外部イメージ（interMedia Imageがネイティブにサポートしていないフォーマッ
ト）でもイメージ処理を部分的にサポートしています。

デジタル・イメージに必要な記憶領域は、数値やテキストなど、従来の属性データに比べて
大きくなる傾向があります。様々な圧縮方法によってイメージを圧縮し、記憶デバイスや
ネットワークの負荷を減らすことができます。可逆圧縮可逆圧縮可逆圧縮可逆圧縮を利用してイメージを圧縮すると、
元のイメージとビット単位で同一になります。非可逆圧縮非可逆圧縮非可逆圧縮非可逆圧縮を利用した場合、展開後のイメー
ジは元のイメージと同一ではありませんが、その差はごくわずかです。

イメージの互換フォーマット互換フォーマット互換フォーマット互換フォーマットには、イメージの構成や使用方法、データおよび圧縮方法が完
全に記述されているため、異なるアプリケーションでイメージを作成、変換および使用する
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ビデオの概念
ことができます。多くの場合、互換フォーマットは、ディスク・ファイル内またはディス
ク・ファイルとして格納されます。これは、ネットワーク上で連続的に変換されるため、1
つのプロトコルプロトコルプロトコルプロトコルとみなされます。デジタル・イメージの世界には、多数のアプリケーショ
ン・サブドメインがあり、その中には、デジタル・イメージを作成し、利用する多数のアプ
リケーションがあります。interMedia Imageは、すべてのイメージ・データ・フォーマット
の格納と検索をサポートし、多数のイメージ・データ・フォーマットの処理および属性の抽
出ができます。

1.4 ビデオの概念ビデオの概念ビデオの概念ビデオの概念
この項では、デジタル・ビデオの概念、および interMedia Videoを使用したビデオ・アプリ
ケーションや高度な interMedia Videoオブジェクトの作成方法について説明します。

1.4.1 デジタル・ビデオデジタル・ビデオデジタル・ビデオデジタル・ビデオ
interMedia Videoは、Oracle8iを使用して Oracleデータベース内のデジタル・ビデオ・デー
タの格納、検索および管理機能を統合します。

ビデオは、ビデオ・レコーダ、ビデオ・カメラ、デジタル・アニメーション・ビデオ、その
他の特殊ビデオ録画用デバイス、またはプログラム・アルゴリズムを使用して作成します。
ビデオ録画デバイスは、ビデオ・カメラから取得したビデオや磁気メディアに録画されたビ
デオなどのアナログ（連続した）信号を受け取り、ビデオ・フォーマット、エンコーディン
グ・タイプ、フレーム・レート、フレーム・サイズ（幅および高さ）、フレームの解像度、
ビデオの長さ、圧縮タイプ、色数、ビット・レートなどの特定のビデオ特性を持つデジタル
値に変換します。

1.4.2 ビデオの構成要素ビデオの構成要素ビデオの構成要素ビデオの構成要素
デジタル・ビデオは、ビデオ・データ（デジタル・ビット）、およびビデオ・データの情報
や特性を示す属性で構成されます。ビデオ・アプリケーションは、ビデオ・トレーニング・
テープの説明、録画日、インストラクタ名、プロデューサ名などのアプリケーション固有情
報を、属性（データベース表の列）内に説明文を格納することによって、ビデオ・データと
関連付ける場合があります。

ビデオ・データは、デジタル録画の方式によって、データ・フォーマット、圧縮タイプ、フ
レーム・レート、フレーム・サイズ、フレームの解像度、再生時間、色数およびビット・
レートが異なる場合があります。interMedia Videoは、どのようなデータ・フォーマットの
ビデオ・データでも格納および検索できます。interMedia Videoは、一般的で多様なビデ
オ・フォーマットのビデオ・データから自動的にメタデータを抽出します。サポートされる
ビデオ属性は、使用可能なハードウェアの機能や、ユーザーが定義したフォーマットについ
ての処理能力によって異なります。interMedia Videoが属性を抽出および格納できるデー
タ・フォーマットのリストおよびその他のビデオ機能の詳細は、『Oracle8i interMedia 
Audio,Image,Videoユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。
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Javaアプリケーションのサポート
interMedia Videoは拡張可能で、追加のビデオ・フォーマットを認識およびサポートさせる
ことができます。

数値やテキストなどの従来のコンピュータで使用するオブジェクトに比べて、デジタル・ビ
デオのサイズ（バイト数）は大きくなる傾向があります。このため、いくつかのエンコー
ディング方法でビデオ・データを圧縮し、記憶デバイスやネットワークの負荷を減らすこと
ができます。

1.5 Javaアプリケーションのサポートアプリケーションのサポートアプリケーションのサポートアプリケーションのサポート
Oracle8i interMedia Audio,Imageおよび Videoを使用すると、データベース表にマルチメ
ディア情報を格納できます。ただし、データを格納するのみでなく、データの検索や変更が
必要な場合があります。interMedia Java Classesを使用して、独自の Javaアプリケーション
を作成すると、Oracleデータベースに格納されたマルチメディア・データを使用、操作およ
び修正できます。

interMedia Java Classesは、JDBCコールを使用してデータベースに接続し、Javaアプリ
ケーション・オブジェクトに適するデータベース interMediaオブジェクトを選択することが
できます。さらに、アプリケーション・オブジェクトに対し様々な操作を行い、データベー
ス・オブジェクトに加えられた変更をコミットできます。

1.6 データベースおよびデータベースおよびデータベースおよびデータベースおよび Javaアプリケーションの相互作用アプリケーションの相互作用アプリケーションの相互作用アプリケーションの相互作用
次の操作を行って、データベース・オブジェクトと Javaアプリケーション・オブジェクト
を接続します。

1. Javaアプリケーションから、JDBCコールを使用して Oracleデータベースに接続しま
す。

有効な OracleConnectionオブジェクトを戻すメソッドを記述します。データベースに
接続するメソッドの例については、例 2-3を参照してください。

2. データベース表で SELECT文を実行し、その結果を Javaアプリケーションに格納しま
す。

SELECT文を実行するには、アプリケーションで Statementオブジェクトを作成する必
要があります。executeQuery( )メソッドを使用して SELECT文を実行し、結果を
OracleResultSetオブジェクトに格納します。例については、例 2-4の手順 1と 2を参照
してください。

3. getCustomDatum( )メソッドを使用して、結果を interMediaオブジェクトに移動しま
す。

Javaアプリケーション interMediaオブジェクトを作成し、getCustomDatum( )メソッ
ドの結果を使用してインスタンス化します。例については、例 2-4の手順 5を参照して
ください。
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interMediaの以前のリリースとの互換性
これで、データベース・オブジェクトと同じ Javaアプリケーション interMediaオブ
ジェクトが作成されました。

4. Javaアプリケーション・オブジェクトに対し操作を実行します。

5. データベース・オブジェクトを更新して、手順 4の操作結果を反映します。

データベース・オブジェクトを更新する SQL文を含む OraclePreparedStatementオブ
ジェクトを作成し、文を実行します。例については、例 2-4の手順 9を参照してくださ
い。

6. 変更をコミットします。

setAutoCommit( )メソッドを TRUEに設定しない限り、アプリケーション・オブジェ
クトに加えられた変更でデータベース・オブジェクトを更新するには、明示的なコミッ
トを実行する必要があります。この操作は、JDBC commit( )メソッドを使用して行いま
す。commit( )メソッドの例については、例 2-2の手順 4を参照してください。

7. 接続をクローズします。

JDBC close( )メソッドを使用して、Javaアプリケーションとデータベースの接続をク
ローズします。close( )メソッドの例については、例 2-2の手順 5を参照してください。

JDBCの使用方法の詳細は、『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。

1.7 interMediaの以前のリリースとの互換性の以前のリリースとの互換性の以前のリリースとの互換性の以前のリリースとの互換性
今後リリースする interMediaでは、新規のオブジェクト属性を追加して、interMediaオブ
ジェクト型が改善される場合があります。サーバーをアップグレードしてオブジェクト型を
変更した後も、リリース 8.1.7の interMediaオブジェクト型（ORDAudio、ORDImage、
ORDVideoおよび ORDSource）とクライアント側アプリケーションとの互換性を保つには、
アプリケーションの始めに、互換性初期化ファンクションをコールしてください。

interMedia Java Classesリリース 8.1.7を使用して Javaで記述されたクライアント側アプリ
ケーションは、Oracleに接続後、ORDMediaUtil.imCompatibilityInit( )ファンクションを
コールする必要があります。

public static void imCompatibilityInit(OracleConnection con)
    throws Exception

注意注意注意注意 : この処置（推奨）を行わないと、interMediaオブジェクト型が拡
張された新しいリリースのサーバーにアップグレードする場合、ご使用の
アプリケーションのアップグレードまたは再コンパイルが必要になる場合
があります。
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interMediaの以前のリリースとの互換性
この Javaファンクションでは、引数に OracleConnectionを指定します。オブジェクト型の
拡張にかかわらず、interMediaリリース 8.1.7 Java APIでは、ご使用の Javaリリース 8.1.7
のアプリケーションと、今後リリースされるすべての interMediaとの互換性が保証されてい
ます。

imCompatibilityInit( )メソッドの例については、例 2-2の手順 2を参照してください。
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Javaクラスを使用したプログラ
2

Javaクラスを使用したプログラム例クラスを使用したプログラム例クラスを使用したプログラム例クラスを使用したプログラム例

この章では、interMedia Java Classesを使用したユーザー定義クラスの例について説明しま
す。 データベース・サーバーでのスキーマの設定方法を示す SQLスクリプトのサンプルも含
まれています。

このサンプル・コードは、interMedia Java Classesのインストールで提供される
AudioExample.java、ImageExample.javaまたは VideoExample.javaのコードと必ずしも一
致するとは限りません。 システム上で例を実行する場合は、interMedia Java Classesのイン
ストールによって提供されたファイルを使用してください。この章で示されているコード
は、コンパイルまたは実行しないでください。

注意注意注意注意 : この章では、Javaおよび SQLコードの例が示されています。 コー
ド例に大カッコで囲まれた太字の数字が記述されている場合があります。
これらは、そのコードの詳細が例の直後の番号付きリストで説明されてい
ることを示しています。
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オーディオの例
2.1 オーディオの例オーディオの例オーディオの例オーディオの例
オーディオの例（AudioExample.sqlおよび AudioExample.java）では、SQL、JDBCおよび
interMedia Java Classes APIを使用して次の操作を行うユーザー定義メソッドについて説明
します。

� テスト内容を含むデータベース・サーバー表を作成します。

� ローカル・ファイルからアプリケーションおよびデータベース内の ORDAudioオブジェ
クトにデータをロードし、ローカル・フィールドをアプリケーションおよびデータベー
ス・オブジェクトに設定します。

� ローカル・ストリームからアプリケーションおよびデータベース内の ORDAudioオブ
ジェクトにデータをロードし、ローカル・フィールドをアプリケーションおよびデータ
ベース・オブジェクトに設定します。

� ローカル・バイト配列からアプリケーションおよびデータベース内の ORDAudioオブ
ジェクトにデータをロードし、ローカル・フィールドをアプリケーションおよびデータ
ベース・オブジェクトに設定します。

� アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトからプロパティを抽出し、出力します。

� データベース・メソッドへの違反コールを使用して、エラー処理を示します。

2.1.1 AudioExample.sql
例 2-1は、AudioExample.sqlサンプル・ファイルの内容をすべて示しています。

例例例例 2-1 AudioExample.sqlの内容の内容の内容の内容

set echo on

-- システム・パスワードを変更してください。
connect system/manager
drop user  AUDIOUSER cascade;

[1] create user AUDIOUSER identified by AUDIOUSER;
grant connect,resource to AUDIOUSER identified by AUDIOUSER;

[2] connect AUDIOUSER/AUDIOUSER

[3] CREATE TABLE TAUD(n NUMBER, aud ORDSYS.ORDAUDIO);
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--
-- 注意: ORDAudio.initメソッドが、リリース 8.1.7で追加されました。
-- 以前のリリースの interMediaおよび Oracle8iでこのメソッドを実行する場合、
-- 次の INSERT文を変更して、
-- デフォルトの ORDAudioコンストラクタを使用する必要があります。
--
[4] INSERT INTO TAUD VALUES(1, ORDSYS.ORDAudio.init( ));
INSERT INTO TAUD VALUES(2, ORDSYS.ORDAudio.init( ));
INSERT INTO TAUD VALUES(3, ORDSYS.ORDAudio.init( ));
commit;

AudioExample.sqlの SQL文は、次の操作を行います。

1. ユーザー AUDIOUSERを作成し、必要な権限を付与します。

2. AUDIOUSERでデータベース・サーバーに接続します。

3. 表 TAUDを作成します。TAUDは、2つの列（数、ORDAudioオブジェクト）を持ち
ます。

4. 表に、空の ORDAudioオブジェクトを含む行を 3つ追加します。 設定されている変数の
名前は、最初の INSERT文のコメントのみに含まれます。

ORDAudio.initメソッドが、リリース 8.1.7で追加されました。以前のリリースの
interMediaおよび Oracle8iでこのメソッドを実行する場合、手順 4で INSERT文を変更し
て、デフォルトの ORDAudioコンストラクタを使用する必要があります。

initメソッドの詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video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。

2.1.2 AudioExample.java
項 2.1.2.1～項 2.1.2.8では、AudioExample.javaサンプル・ファイルに含まれるメソッドを
示します。

2.1.2.1 main( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-2に、main( )メソッドを示します。

例例例例 2-2 main( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Audio））））

public static void main (String args[ ]){
     byte[ ] ctx = new byte[4000];
     OracleConnection con = null;
     try {
          AudioExample tk = new AudioExample( );
          [1] con = tk.connect( );
          // 実行中のOracleデータベースが、リリース8.1.7以上の場合のみ
          // 次の行が必要です。
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          // リリース8.1.7より前のデータベース・サーバーを実行中の場合、
          // コールは正常に実行されません。
          [2] ORDMediaUtil.imCompatibilityInit(con);
          [3] tk.loadDataFromFile(con);
          tk.extractProperties(con);
          tk.printProperties(con);
          tk.otherMethods(con);
          tk.loadDataFromStream(con);
          tk.loadDataFromByteArray(con);
          [4] con.commit( );
          [5] con.close( );
          System.out.println("Done.");
     }
     [6] catch (Exception e) {
          try {
               System.out.println("Exception : " + e);
               con.close( );
          }
          catch(Exception ex) {
               System.out.println("Close Connection Exception : " + ex);
          }
     }
}

main( )メソッドは、次の操作を行います。

1. connect( )メソッドを使用して、データベース表への接続を確立します。

2. リリース 8.1.7アプリケーションとの互換性を確実にします。 詳細は、項 1.7を参照して
ください。

3. データベース・サーバーおよびローカル・マシン上のオブジェクトを操作する、複数の
メソッド（AudioExample.javaで定義済）をコールします。

4. データベース表への変更をすべてコミットします。

5. データベースへの接続をクローズします。

6. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。

項 2.1.2.2～項 2.1.2.8では、main( )メソッドからコールされたメソッドについて、
AudioExample.javaに記述された順序ではなく、それがコールされた順序で説明します。
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2.1.2.2 connect( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-3に、アプリケーションからデータベースへの接続を確立する、ユーザー定義メソッド
connect( )を示します。

例例例例 2-3 connect( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Audio））））

public OracleConnection connect( ) throws Exception {
     String connectString;
     [1] Class.forName ("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
     [2] connectString = "jdbc:oracle:oci8:@";
     [3] OracleConnection con = (OracleConnection)DriverManager.getConnection
          (connectString,"AUDIOUSER","AUDIOUSER");
     [4] con.setAutoCommit(false);
     return con;
}

connect( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Oracleでは、JDK準拠の Java仮想マシンを使用するため、JDBCドライバを直接ロード
します。

2. 接続するデータベースの URLを含む文字列を定義します。 ご使用のデータベースに合わ
せて、この文字列を変更してください。

3. connectStringに指定された URL、ユーザー名 AUDIOUSERおよびパスワード
AUDIOUSERを使用してデータベースへの接続を設定します。 ユーザー名およびパス
ワードは、AudioExample.sqlで作成済です。

4. 自動コミット・モードを使用禁止にします。 これは、commit( )メソッドまたは
rollback( )メソッドを使用して、それぞれ手動でコミットまたはロールバックする必要
があることを意味します。

2.1.2.3 loadDataFromFile( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-4に、ユーザー定義メソッド loadDataFromFile( )を示します。このメソッドでは、
interMedia loadDataFromFile( )メソッドを使用してメディア・データをアプリケーション・
オブジェクトに移入します。

例例例例 2-4 loadDataFromFile( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Audio））））

public void loadDataFromFile(OracleConnection con) {
     try {
          [1] Statement s = con.createStatement( );
          [2] OracleResultSet rs = (OracleResultSet) s.executeQuery
               ("select * from TAUD where n = 1 for update ");
          int index = 0;
          [3] while(rs.next( )){
               [4] index = rs.getInt(1);
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               [5] ORDAudio audObj = (ORDAudio) rs.getCustomDatum
                    (2, ORDAudio.getFactory( ));
               [6] audObj.loadDataFromFile("testaud.dat");
               [7] audObj.getDataInFile("output1.dat");
               System.out.println("************AFTER getDataInFile ");
               [8] System.out.println(" getContentLength output : " +
                    audObj.getContentLength( ));
               [9] OraclePreparedStatement stmt1 = (OraclePreparedStatement)
                    con.prepareCall("update taud set aud = ? where 
                    n = " + index);
               stmt1.setCustomDatum(1,audObj);
               stmt1.execute( );
               stmt1.close( ) ;
               index++;
          }
          System.out.println("loading successful");
     }
     [10] catch(Exception e) {
          System.out.println("exception raised " + e);
          System.out.println("loading unsuccessful");
     }
}

loadDataFromFile( )メソッドは、次の操作を行います。

1. OracleStatementオブジェクトを作成します。

2. 所定の SQL問合せを実行し、その結果をローカル OracleResultSetオブジェクトに格納
します。

3. OracleResultSetに処理されていない結果がある場合、whileループ内の操作を行いま
す。 この場合、OracleResultSetに含まれる行は 1行のみのため、ループ内の操作は 1回
のみ実行されます。

4. 変数 indexに、OracleResultSetの 1行目の 1列目にある整数値（この場合、1）を設定
します。

5. ローカル ORDAudioオブジェクトとして audObjを作成します。 OracleResultSetの現在
行の 2列目にある ORDAudioオブジェクトのコンテンツを audObjに移入します。

6. ORDAudio loadDataFromFile( )メソッドを使用して、testaud.dat内のメディア・デー
タをデータベース内の ORDAudioオブジェクトおよび audObjにロードします。 これに
よって、ローカル・フィールドが audObjに設定されますが、データベース・オブジェ
クトには設定されません。

7. getDataInFile( )メソッドを使用して、audObjからメディア・データを取得し、ローカ
ル・システム上のファイル output1.datにロードします。

8. ロードが成功したことを確認するため、audObjのコンテンツ長を取得し、画面に出力
します。
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9. audObjのコンテンツでデータベース内の ORDAudioオブジェクトを更新する SQL文
を作成し、実行します。

10. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。

2.1.2.4 extractProperties( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-5に、ユーザー定義メソッド extractProperties( )を示します。このメソッドでは、アプ
リケーション・オブジェクトにプロパティを設定します。

例例例例 2-5 extractProperties( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Audio））））

public void extractProperties(OracleConnection con){
     byte[ ] ctx[ ] = new byte [4000][1];
     try {
          [1] Statement s = con.createStatement( );
          OracleResultSet rs = (OracleResultSet) s.executeQuery
               ("select * from TAUD where n = 1 for update");
          int index = 0;
          while(rs.next( )){
               index = rs.getInt(1);
               ORDAudio audObj = (ORDAudio) rs.getCustomDatum
                    (2, ORDAudio.getFactory( ));
               [2] audObj.setProperties(ctx);
               System.out.println("set Properties called");
               [3] if(audObj.checkProperties(ctx)){
                    System.out.println("checkProperties called");
                    System.out.println("setProperties successful");
                    System.out.println("checkProperties successful");
                    System.out.println("extraction  successful");
               }
               else{
                    System.out.println("checkProperties called");
                    System.out.println("extraction not successful");
                    System.out.println("checkProperties successful");
               }
               [4] OraclePreparedStatement stmt1 = (OraclePreparedStatement)
                    con.prepareCall("update taud set aud = ? 
                    where n = " + index);
               stmt1.setCustomDatum(1,audObj);
               stmt1.execute( );
               stmt1.close( ) ;
               index++;
          }
          rs.close( );
          s.close( );
     }
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     [5] catch(Exception e) {
          System.out.println("exception raised " + e);
          System.out.println("extract properties unsuccessful");
     }
}

extractProperties( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Statement、ローカル OracleResultSet、ローカル ORDAudioオブジェクトとして
audObjを作成し、例 2-4の手順 1～ 5と同じ処理を使用してメディア・データを
audObjに移入します。 このメソッドでは、データベース表の 1行目のコンテンツを操作
しています。

2. setProperties( )をコールして、メディア・データからプロパティ値を抽出し、その値を
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトに設定します。 抽出および設定されたプ
ロパティ値については、第 3章 の「setProperties(byte[ ][ ])」を参照してください。

3. checkProperties( )をコールして、アプリケーション・オブジェクトのプロパティ値とメ
ディア・データの値を比較します。 値がすべて同じである場合、checkProperties( )は
TRUEを戻し、画面に適切なメッセージを表示します。 値が異なる場合は FALSEを戻
し、画面に適切なメッセージを表示します。

4. audObjのコンテンツ（setProperties( )によって抽出されたプロパティを含む）でデー
タベース内の ORDAudioオブジェクトを更新する SQL文を作成および実行します。

5. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。

2.1.2.5 printProperties( )メソッドメソッドメソッドメソッド 
例 2-6に、ユーザー定義メソッド printProperties( )を示します。このメソッドでは、アプリ
ケーション・オブジェクトの属性を画面に出力します。

例例例例 2-6 printProperties( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Audio））））

public void printProperties(OracleConnection con){
     try {
         [1] Statement s = con.createStatement( );
          OracleResultSet rs = (OracleResultSet)
               s.executeQuery("select * from TAUD where n = 1 ");
          int index = 0;
          while(rs.next( )) {
               index = rs.getInt(1);
               ORDAudio audObj = (ORDAudio) rs.getCustomDatum
                    (2, ORDAudio.getFactory( ));
               [2] System.out.println("format: " + audObj.getFormat( ));
               System.out.println("mimeType: " + audObj.getMimeType( ));
               System.out.println("encoding: " + audObj.getEncoding( ));
               System.out.println("numberOfChannels: " + 
                    audObj.getNumberOfChannels( ));
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               System.out.println("samplingRate: " +
                    audObj.getSamplingRate( ));
               System.out.println("sampleSize: " + audObj.getSampleSize( ));
               System.out.println("compressionType : " +
                    audObj.getCompressionType( ));
               System.out.println("audioDuration: " +
                    audObj.getAudioDuration( ));
               System.out.println("description: " + audObj.getDescription( ));
          }
     }
     [3] catch(Exception e){
          System.out.println("exception raised " + e);
          System.out.println("print proerties unsuccessful");
     }
}

printProperties( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Statement、ローカル OracleResultSet、ローカル ORDAudioオブジェクトとして
audObjを作成し、例 2-4の手順 1～ 5と同じ処理を使用してメディア・データを
audObjに移入します。 このメソッドでは、データベース表の 1行目のコンテンツを操作
しています。

2. audObjのプロパティ値を取得し、その値を画面に出力します。

3. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。

2.1.2.6 otherMethods( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-7に、ユーザー定義メソッド otherMethods( )を示します。このメソッドでは、
processSourceCommand( )メソッドを使用します。

例例例例 2-7 otherMethods( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Audio））））

public void otherMethods(OracleConnection con){
     byte[ ] ctx[ ] = {new byte[4000]};
     byte[ ] res[ ] = {new byte[20]};
     [1] int suc = 1;
     try {
          [2] Statement s1 = con.createStatement( );
          OracleResultSet rs1 = (OracleResultSet) s1.executeQuery
               ("select * from TAUD where n = 1 for update ");
          int index1 = 0;
          while(rs1.next( )) {
               index1 = rs1.getInt(1);
               ORDAudio audObj = (ORDAudio) rs1.getCustomDatum
                    (2, ORDAudio.getFactory( ));
               [3] try {
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                    byte[ ] pSRes = audObj.processSourceCommand(ctx,
                         "", "", res);
                    suc = 0;
               }
               [4] catch (Exception e) { 
                    System.out.println("Expected Exception raised in 
                         processSourceCommand(...)" );
               }
               [5] OraclePreparedStatement stmt1 = (OraclePreparedStatement)
                    con.prepareCall("update taud set aud = ? where 
                    n = " + index1);
               stmt1.setCustomDatum(1,audObj);
               stmt1.execute( );
               stmt1.close( ) ;
               index1++;
          }
          rs1.close( );
          s1.close( );
     }
     [6] catch(Exception e){
          System.out.println("Exception raised " );
     }
     [7] if(suc == 1)
          System.out.println("other methods successful");
     else
          System.out.println("other methods unsuccessful");
}

otherMethods( )メソッドは、次の操作を行います。

1. メソッドの成功または失敗を示すために使用する整数を作成し、これを 1（成功）に初
期化します。

2. Statement、ローカル OracleResultSet、ローカル ORDAudioオブジェクトとして
audObjを作成し、例 2-4の手順 1～ 5と同じ処理を使用してメディア・データを
audObjに移入します。 このメソッドでは、データベース表の 1行目のコンテンツを操作
しています。

3. サーバー側でコールされるコマンド値を指定せずに processSourceCommand( )をコー
ルします。 これによって例外が発生します。これは、processSourceCommand( )コール
の次のコードは実行されず、catchループのコードが実行されることを意味します。 例外
が発生しない場合、メソッドは失敗し、成功インジケータが 0（障害）に設定されます。

4. 手順 3で発生した例外を出力します。

5. audObjのコンテンツでデータベース内の ORDAudioオブジェクトを更新する SQL文
を作成し、実行します。

6. コードによって発生した、予期しないエラーまたは例外を処理します。
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7. メソッドの結果に基づいて、適切なメッセージを画面に出力します。

2.1.2.7 loadDataFromStream( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-8に、ユーザー定義メソッド loadDataFromStream( )を示します。このメソッドでは、
interMedia loadDataFromInputStream( )メソッドを使用して、メディア・データをアプリ
ケーション・オブジェクトにロードします。

例例例例 2-8 loadDataFromStream( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Audio））））

public void loadDataFromStream(OracleConnection con){
     try {
          [1] Statement s = con.createStatement( );
          OracleResultSet rs = (OracleResultSet) s.executeQuery
               ("select * from TAUD where n = 2 for update ");
          int index = 0;
          while(rs.next( )){
               index = rs.getInt(1);
               ORDAudio audObj = (ORDAudio) rs.getCustomDatum
                    (2, ORDAudio.getFactory( ));
               [2] FileInputStream fStream = new 
                    FileInputStream("testaud.dat");
               [3] audObj.loadDataFromInputStream(fStream);
               [4] audObj.getDataInFile("output2.dat");
               [5] fStream.close( );
               System.out.println("************AFTER getDataInFile ");
               [6] System.out.println(" getContentLength output : " +
                    audObj.getContentLength( ));
               [7] OraclePreparedStatement stmt1 = (OraclePreparedStatement)
                    con.prepareCall("update taud set aud = ? where
                    n = " + index);
               stmt1.setCustomDatum(1,audObj);
               stmt1.execute( );
               stmt1.close( );
               index++;
          }
          System.out.println("load data from stream successful");
     }
     [8] catch(Exception e) {
          System.out.println("exception raised " + e);
          System.out.println("load data from stream unsuccessful");
     }
}
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loadDataFromStream( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Statement、ローカル OracleResultSet、ローカル ORDAudioオブジェクトとして
audObjを作成し、例 2-4の手順 1～ 5と同じ処理を使用してメディア・データを
audObjに移入します。 このメソッドでは、データベース表の 2行目のコンテンツを操作
しています。

2. 新規の FileInputStreamオブジェクトを作成します。 この入力ストリームには、ローカ
ル・ファイル testaud.datのコンテンツが含まれています。

3. loadDataFromInputStream( )メソッドを使用して、入力ストリームにあるメディア・
データを、データベース内の ORDAudioオブジェクトおよび audObjにロードします。 
これによって、ローカル・フィールドが audObjに設定されますが、データベース・オ
ブジェクトには設定されません。

4. getDataInFile( )メソッドを使用して、アプリケーション内の ORDAudioオブジェクト
からメディア・データを取得し、ローカル・システム上のファイル output2.datにロー
ドします。

5. ローカル入力ストリームをクローズします。

6. 正常にロードされたことを確認するため、audObjのコンテンツ長を取得し、画面に出
力します。

7. audObjのコンテンツでデータベース内の ORDAudioオブジェクトを更新する SQL文
を作成および実行します。 この更新によって、アプリケーション・オブジェクトに一致
するようにデータベース・オブジェクトの属性が設定されます。

8. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。

2.1.2.8 loadDataFromByteArray( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-9に、ユーザー定義メソッド loadDataFromByteArray( )を示します。このメソッドで
は、interMedia loadDataFromByteArray( )メソッドを使用して、メディア・データをアプリ
ケーション・オブジェクトにロードします。

例例例例 2-9 loadDataFromByteArray( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Audio））））

public void loadDataFromByteArray(OracleConnection con){
     try {
          [1] Statement s = con.createStatement( );
          OracleResultSet rs = (OracleResultSet) s.executeQuery
               ("select * from TAUD where n = 3 for update ");
          int index = 0;
          while(rs.next( )) {
               index = rs.getInt(1);
               ORDAudio audObj = (ORDAudio) rs.getCustomDatum
                    (2, ORDAudio.getFactory( ));
               [2] File ff = new File("testaud.dat");
               int fileLength = (int) ff.length( );
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               byte[ ] data = new byte[fileLength];
               [3] FileInputStream fStream = new
                    FileInputStream("testaud.dat");
               [4] fStream.read(data,0,fileLength);
               [5] audObj.loadDataFromByteArray(data);
               [6] fStream.close( );
               [7] audObj.getDataInFile("output3.dat");
               [8] byte[ ] resArr = audObj.getDataInByteArray( );
               [9] System.out.println("byte array length : " + 
                    resArr.length);
               [10] FileOutputStream outStream = new FileOutputStream
                    ("output4.dat");
               [11] outStream.write(resArr);
               [12] outStream.close( );
               [13] InputStream inpStream = audObj.getDataInStream( );
               int length = 32300;
               byte[ ] tempBuffer = new byte[32300];
               [14] int numRead = inpStream.read(tempBuffer,0,length);
               try {
                    [15] outStream = new FileOutputStream("output5.dat");
                    [16] while (numRead != -1) {
                         [17] if (numRead < 32300) {
                              length = numRead;
                              outStream.write(tempBuffer,0,length);
                              break;
                         }
                         [18] else
                              outStream.write(tempBuffer,0,length);
                         [19] numRead = inpStream.read(tempBuffer,0,length);
                    }
               }
               [20] finally {
                    outStream.close( );
                    inpStream.close( );
               }
               System.out.println("************AFTER getDataInFile ");
               [21] System.out.println("getContentLength output : " +
                    audObj.getContentLength( ));
               [22] OraclePreparedStatement stmt1 = (OraclePreparedStatement)
                    con.prepareCall("update taud set aud = ? where 
                    n = " + index);
               stmt1.setCustomDatum(1,audObj);
               stmt1.execute( );
               stmt1.close( ) ;
               index++;
          }
     }
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     [23] catch(Exception e) {
          System.out.println("exception raised " + e);
          System.out.println("load data from byte array unsuccessful");
    }
}

loadDataFromByteArray( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Statement、ローカル OracleResultSet、ローカル ORDAudioオブジェクトとして
audObjを作成し、例 2-4の手順 1～ 5と同じ処理を使用してメディア・データととも
に audObjを移入します。 このメソッドでは、データベース表の 3行目のコンテンツを
操作しています。

2. ローカル・ファイル testaud.datのサイズ（バイト単位）を判断し、同じサイズのバイ
ト配列を作成します。

3. 新規の FileInputStreamオブジェクトを作成します。 この入力ストリームには、
testaud.datのコンテンツが含まれています。

4. 入力ストリームのコンテンツをバイト配列に読み取ります。

5. loadDataFromByteArray( )メソッドを使用して、バイト配列にあるメディア・データを
データベース内の ORDAudioオブジェクトおよび audObjにロードします。 これによっ
て、ローカル・フィールドが audObjに設定されますが、データベース・オブジェクト
には設定されません。

6. 入力ストリームをクローズします。

7. getDataInFile( )メソッドを使用して、アプリケーション内の ORDAudioオブジェクト
からメディア・データを取得し、ローカル・システム上のファイル output3.datにロー
ドします。

8. getDataInByteArray( )メソッドを使用して、アプリケーション内の ORDAudioオブ
ジェクトからメディア・データを取得し、バイト配列 resArrにロードします。

9. ロードが成功したことを確認するため、resArrの長さを取得し、画面に出力します。

10. 新規の FileInputStreamオブジェクト outStreamを作成します。 この出力ストリームは、
ローカル・ファイル output4.datにデータを書き込みます。

11. resArrのコンテンツを output4.datに書き込みます。

12. 出力ストリームをクローズします。

13. 新規の入力ストリーム inpStreamを作成します。 getDataInStream( )メソッドを使用し
て、アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトからメディア・データを取得し、
inpStreamに格納します。

14. inpStreamの先頭（オフセット 0）から 32300バイトをバイト配列 tempBufferに読み取
ります。 整数 numReadには、読取りバイトの合計数、または入力ストリームが最後ま
で到達した場合は -1が設定されます。 ロードが成功した場合、numReadは 32300とな
ります。
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15. OutStreamを再オープンします。 この場合、ローカル・ファイル output5.datにデータ
を書き込みます。

16. numReadが -1でない場合は、whileループ内の操作を実行します。プログラムには、
このループを入力するようにしてください。

17. numReadが 32300未満（データが最後まで読み取られなかった）の場合は、ifループ
を実行します。 ifループは、tempBufferに読み取られたバイト数を outStreamに書き込
み、ループから出ます。

18. numReadが 32300の場合、outStreamに 32300バイトを書き込みます。

19. 入力ストリームからさらにデータをバイト配列に読み取ります。 32300バイトのデータ
が正常に読み取られた場合、numReadは -1に設定され、プログラムはループを終了し
ます。 入力ストリームに読み取られていないデータがまだある場合は、バイト配列に読
み取られ、手順 17、18が繰り返されます。

20. whileループの終了後、入力ストリームおよび出力ストリームをクローズします。

21. ロードが成功したことを確認するため、audObjのコンテンツ長を取得し、画面に出力
します。

22. audObjのコンテンツでデータベース内の ORDAudioオブジェクトを更新する SQL文
を作成および実行します。 この更新によって、アプリケーション・オブジェクトに一致
するようにデータベース・オブジェクトの属性が設定されます。

23. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。
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2.2 イメージの例イメージの例イメージの例イメージの例
イメージの例（ImageExample.sqlおよび ImageExample.java）では、SQL、JDBCおよび
interMedia Java Classes APIを使用して、次の操作を行うユーザー定義メソッドについて説
明します。

� テスト内容を含むデータベース・サーバー表を作成します。

� ローカル・ファイルからアプリケーションおよびデータベース内の ORDImageオブジェ
クトにデータをロードし、ローカル・フィールドをアプリケーションおよびデータベー
ス・オブジェクトに設定します。

� ローカル・ストリームからアプリケーションおよびデータベース内の ORDImageオブ
ジェクトにデータをロードし、ローカル・フィールドをアプリケーションおよびデータ
ベース・オブジェクトに設定します。

� ローカル・バイト配列からアプリケーションおよびデータベース内の ORDImageオブ
ジェクトにデータをロードし、ローカル・フィールドをアプリケーションおよびデータ
ベース・オブジェクトに設定します。

� アプリケーション内の ORDImageオブジェクトからプロパティを抽出し、出力します。

� process( )メソッドおよび processCopy( )メソッドの例を示します。

2.2.1 ImageExample.sql
例 2-10に ImageExample.sqlの内容を示します。

例例例例 2-10 ImageExample.sqlの内容の内容の内容の内容

set echo on

-- システム・パスワードを変更してください。
connect system/manager
drop user IMAGEUSER cascade;

[1] grant connect,resource to IMAGEUSER identified by IMAGEUSER;

-- C:¥Oracle¥Ora81'をORACLE HOMEと置き換えてください。
[2] create or replace directory ORDIMAGEDIR as 'C:¥Oracle¥Ora81¥ord¥img¥demo';
grant read on directory ORDIMAGEDIR to public with grant option;

[3] connect IMAGEUSER/IMAGEUSER;

[4] create table ordimagetab(id number, image ORDSYS.ORDImage, image2 
ORDSYS.ORDImage);
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-- 注意: ORDImage.initメソッドは、リリース 8.1.7で追加されました。
-- interMediaおよびOracle8iの以前のリリースでこのメソッドを実行する場合、
-- 次の INSERT文を変更して、デフォルトの ORDImageコンストラクタを
-- 使用する必要があります。
--
[5] insert into ordimagetab values
(1, ORDSYS.ORDImage.init( ),
    ORDSYS.ORDImage.init( ));

insert into ordimagetab values
(2, ORDSYS.ORDImage.init( ),
    ORDSYS.ORDImage.init( ));

insert into ordimagetab values
(3, ORDSYS.ORDImage.init( ),
    ORDSYS.ORDImage.init( ));

insert into ordimagetab values
(4, ORDSYS.ORDImage.init( ),
    ORDSYS.ORDImage.init( ));

[6] insert into ordimagetab values
(5, ORDSYS.ORDImage.init('file','ORDIMAGEDIR','imgdemo.dat'),
    ORDSYS.ORDImage.init( ));

insert into ordimagetab values
(6, ORDSYS.ORDImage.init('file','ORDIMAGEDIR','imgdemo.dat'),
    ORDSYS.ORDImage.init( ));

commit;
set echo off
exit;

ImageExample.sqlの SQL文は、次の操作を行います。

1. ユーザー IMAGEUSERを作成し、必要な権限を付与します。

2. ディレクトリ ORDIMAGEDIRを作成し、必要な権限を設定します。 ご使用のスキーマ
に合わせて、ディレクトリを変更してください。

3. IMAGEUSERでデータベース・サーバーに接続します。

4. 表 ordimagetabを作成します。ordimagetabには、数値の列が 1列、ORDImageオブ
ジェクトの列が 2列あります。

5. initメソッドを使用して、2つの空オブジェクトを持つ行を 4行追加します。

6. initメソッドを使用して、値を持つオブジェクトおよび空オブジェクトを 1つずつ持つ
行を 2行追加します。
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ORDImage.initメソッドは、リリース 8.1.7で追加されました。interMediaおよび Oracle8i
の以前のリリースでこのメソッドを実行する場合、手順 5および 6で INSERT文を変更し
て、デフォルトの ORDImageコンストラクタを使用する必要があります。

initメソッドの詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video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。

2.2.2 ImageExample.java
項 2.2.2.1～項 2.2.2.9では、ImageExample.javaサンプル・ファイルに含まれているメソッ
ドを示します。

2.2.2.1 main( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-11に、main( )メソッドを示します。

例例例例 2-11 main( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Image））））
public static void main (String args[ ]){
     byte[ ] ctx = new byte[4000];
     OracleConnection con = null;
     try{
          ImageExample ie = new ImageExample( );
          [1] con = ie.connect( );
          //実行中のOracleデータベースが、リリース8.1.7以上の場合のみ
          //次の行が必要です。
          //リリース8.1.7より前のデータベース・サーバーを実行中の場合、
          //コールは正常に実行されません。
          [2] ORDMediaUtil.imCompatibilityInit(con);
          [3] ie.setPropertiesExample(con);
          ie.displayPropertiesExample(con);
          ie.fileBasedExample(con);
          ie.streamBasedExample(con);
          ie.byteArrayBasedExample(con);
          ie.processExample(con);
          [4] con.commit( );
          [5] con.close( );
          System.out.println("Done.");
     }
     [6] catch (Exception e){
          try{
               System.out.println("Exception : " + e);
               con.close( );
          }
          catch(Exception ex){
               System.out.println("Close Connection Exception : " + ex);
          }
     }
}
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main( )メソッドは、次の操作を行います。

1. connect( )メソッドを使用して、データベース表への接続を確立します。

2. リリース 8.1.7アプリケーションとの互換性を確実にします。これは、ご使用のデータ
ベース・サーバーがリリース 8.1.7以上である場合に限り有効です。詳細は、項 1.7を参
照してください。

3. データベース・サーバーおよびローカル・マシン上のオブジェクトを操作する、複数の
メソッド（ImageExample.javaで定義済）をコールします。

4. データベース表への変更をすべてコミットします。

5. データベースへの接続をクローズします。

6. コードによって発生したエラーまたは例外をハンドルします。

項 2.2.2.2～項 2.2.2.9では、main( )メソッドからコールされるメソッドについて、説明しま
す。 

2.2.2.2 connect( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-12に、ユーザー定義メソッド connect( )を示します。このメソッドでは、アプリケー
ションからデータベースへの接続を確立します。

例例例例 2-12 connect( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Image））））

public OracleConnection connect( ) throws Exception{
     String connectString;
     [1] Class.forName ("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
     [2] connectString = "jdbc:oracle:oci8:@";
     [3] OracleConnection con = (OracleConnection)DriverManager.getConnection
          (connectString,"IMAGEUSER","IMAGEUSER");
     [4] con.setAutoCommit(false);
     return con;
}

connect( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Oracleでは、JDK準拠の Java仮想マシンを使用するため、JDBCドライバを直接ロード
します。

2. 接続するデータベースの URLを含む文字列を定義します。 ご使用のデータベースに合わ
せて、この文字列を変更してください。

3. connectStringに指定された URL、ユーザー名 IMAGEUSERおよびパスワード
IMAGEUSERを使用してデータベースへの接続を設定します。 ユーザー名およびパス
ワードは、ImageExample.sqlで作成済です。
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4. 自動コミット・モードを使用禁止にします。 これは、commit( )メソッドまたは
rollback( )メソッドを使用して、それぞれ手動でコミットまたはロールバックする必要
があることを意味します。

2.2.2.3 setPropertiesExample( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-13に、ユーザー定義メソッド setPropertiesExample( )を示します。このメソッドでは、
アプリケーション・オブジェクトにプロパティを設定します。

例例例例 2-13 setPropertiesExample( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Image））））

public void setPropertiesExample(OracleConnection con){
     try{
          int index = 0;
          [1] Statement s = con.createStatement( );
          [2] OracleResultSet rs = (OracleResultSet)s.executeQuery
               ("select * from ordimagetab where id = 5 for update");
          [3] while(rs.next( )){
               [4] index = rs.getInt(1);
               [5] ORDImage imgObj = (ORDImage)rs.getCustomDatum
                    (2, ORDImage.getFactory( ));
               [6] imgObj.setProperties( );
               System.out.println("set Properties called");
               [7] if(imgObj.checkProperties( )){
                    System.out.println("checkProperties called");
                    System.out.println("setProperties successful");
                    System.out.println("checkProperties successful");
                    System.out.println("successful");
               }
               else{
                    System.out.println("checkProperties called");
                    System.out.println("setProperties not successful");
                    System.out.println("checkProperties successful");
               }
               [8] OraclePreparedStatement stmt1 = (OraclePreparedStatement)
                    con.prepareCall("update ordimagetab set 
                    image = ? where id = " + index);
               stmt1.setCustomDatum(1,imgObj);
               stmt1.execute( );
               stmt1.close( ) ;
          }
          rs.close( );
          s.close( );
     }
     [9] catch(Exception e){
          System.out.println("exception raised " + e);
     }
}
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setPropertiesExample( )メソッドは、次の操作を行います。

1. OracleStatementオブジェクトを作成します。

2. 所定の SQL問合せを実行し、その結果をローカル OracleResultSetオブジェクトに格納
します。

3. OracleResultSetに処理されていない結果がある場合、whileループ内の操作を行いま
す。 この場合、OracleResultSetに含まれる行は 1行のみのため、ループ内の操作は 1回
のみ実行されます。

4. 変数 indexに、OracleResultSetの 1行目の 1列目にある整数値（この場合、5）を設定
します。

5. ローカル ORDImageオブジェクトとして imgObjを作成します。 OracleResultSetの現在
行の 2列目にある ORDImageオブジェクトのコンテンツを、imgObjに移入します。

6. setProperties( )をコールし、メディア・データからプロパティ値を抽出し、その値をア
プリケーション ORDImageオブジェクトに設定します。 抽出および設定されたプロパ
ティ値については、第 4章 の「setProperties( )」を参照してください。

7. checkProperties( )をコールし、アプリケーション・オブジェクトのプロパティ値とメ
ディア・データの値を比較します。 値がすべて同じである場合、checkProperties( )は
TRUEを戻し、画面に適切なメッセージを表示します。 値が異なる場合は FALSEを戻
し、画面に適切なメッセージを表示します。

8. imgObjのコンテンツでデータベース内の ORDImageオブジェクトを更新する SQL文
を作成および実行します。

9. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。

2.2.2.4 displayPropertiesExample( )メソッドメソッドメソッドメソッド 
例 2-14に、ユーザー定義メソッド displayPropertiesExample( )を示します。このメソッド
では、アプリケーション・オブジェクトの属性を画面に出力します。

例例例例 2-14 displayPropertiesExample( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Image））））

public void displayPropertiesExample(OracleConnection con){
     try{
          int index = 0;
          [1] Statement s = con.createStatement( );
          OracleResultSet rs = (OracleResultSet)s.executeQuery(
               "select * from ordimagetab where id = 5 ");
          while(rs.next( )){
               index = rs.getInt(1);
               ORDImage imgObj = (ORDImage) rs.getCustomDatum(2,
                    ORDImage.getFactory( ));
               [2] System.out.println("format : " + imgObj.getFormat( ));
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               System.out.println("mimeType: " + imgObj.getMimeType( ));
               System.out.println("height: " + imgObj.getHeight( ));
               System.out.println("width: " + imgObj.getWidth( ));
               System.out.println("contentLength: " +
                    imgObj.getContentLength( ));
               System.out.println("contentFormat: " +
                    imgObj.getContentFormat( ));
               System.out.println("compressionFormat: " +
                    imgObj.getCompressionFormat( ));
               System.out.println("source type: " + 
                    imgObj.getSourceType( ));
               System.out.println("source loc: " +
                    imgObj.getSourceLocation( ));
               System.out.println("source name: " + imgObj.getSourceName( ));
               System.out.println("source : " + imgObj.getSource( ));
               [3] try{
                    String attrString = getAllAttributesAsString(imgObj);
                    System.out.println(attrString);
               }
               [4] catch (Exception e){
                    System.out.println("Exception raised in
                         getAllAttributesAsString:");
               }
               System.out.println("successful");
          }
     }
     [5] catch(Exception e) {
          System.out.println("exception raised " + e);
     }
}

displayPropertiesExample( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Statement、ローカル OracleResultSet、ローカル ORDImageオブジェクトとして
imgObjを作成し、例 2-13の手順 1～ 5と同じ処理を使用してメディア・データを
imgObjに移入します。 このメソッドでは、データベース表の 5行目のコンテンツを操作
しています。 この行は、例 2-13で操作した行と同じです。

2. imgObjのプロパティ値を取得し、その値を画面に出力します。

3. getAllAttributesAsString( )メソッドを使用して、imgObjの属性を取得して文字列に格
納し、その文字列の内容を画面に出力します。 getAllAttributesAsString( )の詳細は項
2.2.2.5を参照してください。

4. getAllAttributesAsString( )をコールして発生したエラーまたは例外を処理します。

5. 一般的なコードによって発生したエラーまたは例外を処理します。
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2.2.2.5 getAllAttributesAsString( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-15に、ユーザー定義メソッド getAllAttributesAsString( )を示します。このメソッドで
は、アプリケーション・オブジェクト属性の値を含む Stringオブジェクトを作成します。

例例例例 2-15 getAllAttributesAsString( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Image））））

public String getAllAttributesAsString (ORDImage imgObj) throws Exception{
     [1] String attStr = imgObj.getSource( ) + " mimeType = " +
          imgObj.getMimeType( ) + ", fileFormat = " + 
          imgObj.getFormat( ) + ", height = " + imgObj.getHeight( )
          + ", width = " + imgObj.getWidth( ) + ", contentLength = "
          + imgObj.getContentLength( ) + ", contentFormat = " +
          imgObj.getContentFormat( ) + ", compressionFormat = " +
          imgObj.getCompressionFormat( );
     [2] return attStr;
}

getAllAttributesAsString( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Stringオブジェクト attStrを作成します。 アプリケーション・イメージ・オブジェクト
から複数の属性の値を取得し、attStrに格納します。

2. attStrを、このメソッドをコールしたメソッドに戻します。

2.2.2.6 fileBasedExample( )メソッドメソッドメソッドメソッド 
例 2-16に、ユーザー定義メソッド fileBasedExample( )を示します。このメソッドでは、
loadDataFromFile( )メソッドを使用して、アプリケーション・オブジェクトにメディア・
データをロードします。

例例例例 2-16 fileBasedExample( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Image））））

public void fileBasedExample(OracleConnection con){
     try{
          int index = 0;
          [1] Statement s = con.createStatement( );
          OracleResultSet rs = (OracleResultSet)s.executeQuery(
               "select * from ORDIMAGETAB where id = 2 for update ");
          while(rs.next( )){
               index = rs.getInt(1);
               ORDImage imgObj = (ORDImage) rs.getCustomDatum(2,
                    ORDImage.getFactory( ));
               [2] imgObj.loadDataFromFile("imgdemo.dat");
               [3] imgObj.setProperties( );
               [4] imgObj.getDataInFile("fileexample.dat");
               [5] OraclePreparedStatement stmt1 = (OraclePreparedStatement)
                    con.prepareCall("update ordimagetab set image =
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                    ? where id = " + index);
               stmt1.setCustomDatum(1,imgObj);
               stmt1.execute( );
               stmt1.close( ) ;
          }
          System.out.println("successful");
     }
     [6] catch(Exception e){
          System.out.println("exception raised " + e);
     }
}

fileBasedExample( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Statement、ローカル OracleResultSet、ローカル ORDImageオブジェクトとして
imgObjを作成し、例 2-13の手順 1～ 5と同じ処理を使用してメディア・データを
imgObjに移入します。 このメソッドでは、データベース表の 2行目のコンテンツを操作
しています。

2. loadDataFromFile( )メソッドを使用して、ローカル・ファイル imgdemo.datからメ
ディア・データをデータベース内の ORDImageオブジェクトおよび imgObjにロードし
ます。 これによって、ローカル・フィールドが imgObjに設定されますが、データベー
ス・オブジェクトには設定されません。

3. setProperties( )をコールし、メディア・データからプロパティ値を抽出し、その値をア
プリケーション内の ORDImageオブジェクトに設定します。 抽出および設定されたプロ
パティ値については、第 4章 の「setProperties( )」を参照してください。

4. getDataInFile( )メソッドを使用して、アプリケーション ORDImageオブジェクトから
メディア・データを取得し、ローカル・システム上のファイル fileexample.datにロード
します。

5. imgObjのコンテンツでデータベース内の ORDImageオブジェクトを更新する SQL文
を作成および実行します。 この更新によって、アプリケーション・オブジェクトに一致
するように、データベース・オブジェクトの属性が設定されます。

6. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。
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2.2.2.7 streamBasedExample( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-17に、ユーザー定義メソッド streamBasedExample( )を示します。このメソッドでは、
loadDataFromInputStream( )メソッドを使用して、アプリケーション・オブジェクトにメ
ディア・データをロードします。

例例例例 2-17 streamBasedExample( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Image））））

public void streamBasedExample(OracleConnection con){
     try{
          int index = 0;
          [1] Statement s = con.createStatement( );
          OracleResultSet rs = (OracleResultSet)s.executeQuery(
               "select * from ORDIMAGETAB where id = 3 for update ");
          while(rs.next( )){
               index = rs.getInt(1);
               ORDImage imgObj = (ORDImage) rs.getCustomDatum(2,
                    ORDImage.getFactory( ));
               [2] FileInputStream fStream = new FileInputStream
                    ("imgdemo.dat");
               [3] imgObj.loadDataFromInputStream(fStream);
               [4] fStream.close( );
               [5] imgObj.setProperties( );
               [6] InputStream inpStream = imgObj.getDataInStream( );
               int length = 32300;
               byte[ ] tempBuffer = new byte[length];
               [7] int numRead = inpStream.read(tempBuffer,0,length);
               FileOutputStream outStream=null;
               try{
                    [8] outStream = new FileOutputStream
                         ("streamexample.dat");
                    [9] while(numRead != -1){
                         [10] if (numRead < length){
                              length = numRead;
                              outStream.write(tempBuffer,0,length);
                              break;
                         }
                         [11] else
                              outStream.write(tempBuffer,0,length);
                         [12] numRead = inpStream.read(tempBuffer,0,
                              length);
                    }
               }
               [13] finally{
                    if (outStream != null)
                         outStream.close( );
                    inpStream.close( );
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               }
               [14] OraclePreparedStatement stmt1 = (OraclePreparedStatement)
                    con.prepareCall("update ordimagetab set 
                    image = ? where id = " + index);
               stmt1.setCustomDatum(1,imgObj);
               stmt1.execute( );
               stmt1.close( ) ;
          }
          System.out.println("successful");
     }
     [15] catch(Exception e){
          System.out.println("exception raised " + e);
     }
}

streamBasedExample( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Statement、ローカル OracleResultSet、ローカル ORDImageオブジェクトとして
imgObjを作成し、例 2-13の手順 1～ 5と同じ処理を使用してメディア・データを
imgObjに移入します。 このメソッドでは、データベース表の 3行目のコンテンツを操作
しています。

2. 新規の FileInputStreamオブジェクトを作成します。 この入力ストリームには、ローカ
ル・ファイル imgdemo.datのコンテンツが含まれています。

3. loadDataFromInputStream( )メソッドを使用して、入力ストリームにあるメディア・
データをデータベース内の ORDImageオブジェクトおよび imgObjにロードします。 こ
れによって、ローカル・フィールドが imgObjに設定されますが、データベース・オブ
ジェクトには設定されません。

4. 入力ストリームをクローズします。

5. setProperties( )をコールし、メディア・データからプロパティ値を抽出し、その値をア
プリケーション内の ORDImageオブジェクトに設定します。 抽出および設定されたプロ
パティ値については、第 4章 の「setProperties( )」を参照してください。

6. 新規の入力ストリーム inpStreamを作成します。 getDataInStream( )メソッドをコール
して、アプリケーション内の ORDImageオブジェクトからメディア・データを取得し、
inpStreamに格納します。

7. inpStreamの先頭（オフセット 0）から 32300バイトをバイト配列 tempBufferに読み取
ります。 整数 numReadには、読取りバイトの合計数、または入力ストリームが最後ま
で到達した場合は -1が設定されます。 ロードが成功した場合、numReadは 32300とな
ります。

8. 新規の FileOutputStreamオブジェクト outStreamを作成します。 この出力ストリーム
は、ローカル・ファイル streamexample.datにデータを書き込みます。

9. numReadが -1でない場合は、whileループ内の操作を実行します。プログラムには、
このループを入力するようにしてください。
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10. numReadが 32300未満（データが最後まで読み取られなかった）の場合は、
tempBufferに読み取られたバイト数を、outStreamに書き込みます。

11. numReadが 32300の場合、outStreamに 32300バイトを書き込みます。

12. 入力ストリームからさらにデータをバイト配列に読み取ります。 32300バイトのデータ
が正常に読み取られた場合、numReadは -1に設定され、プログラムはループを終了し
ます。 入力ストリームに読み取られていないデータがまだある場合は、バイト配列に読
み込まれ、手順 10、11が繰り返されます。

13. whileループの終了後、入力ストリームおよび出力ストリームをクローズします。

14. imgObjのコンテンツでデータベース内の ORDImageオブジェクトを更新する SQL文
を作成および実行します。 この更新によって、アプリケーション・オブジェクトに一致
するようにデータベース・オブジェクトの属性が設定されます。

15. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。

2.2.2.8 byteArrayBasedExample( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-18に、ユーザー定義メソッド byteArrayBasedExample( )を示します。このメソッドで
は、loadDataFromByteArray( )メソッドを使用して、アプリケーション・オブジェクトにメ
ディア・データをロードします。

例例例例 2-18 byteArrayBasedExample( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Image）））） 

public void byteArrayBasedExample(OracleConnection con){
     try{
          int index = 0;
          [1] Statement s = con.createStatement( );
          OracleResultSet rs = (OracleResultSet)s.executeQuery
               ("select * from ORDIMAGETAB where id = 4 for update ");
          while(rs.next( )){
               index = rs.getInt(1);
               ORDImage imgObj = (ORDImage) rs.getCustomDatum(2,
                    ORDImage.getFactory( ));
               [2] File ff = new File("imgdemo.dat");
               int fileLength = (int) ff.length( );
               byte[ ] data = new byte[fileLength];
               [3] FileInputStream fStream = new
                    FileInputStream("imgdemo.dat");
               [4] fStream.read(data,0,fileLength);
               [5] imgObj.loadDataFromByteArray(data);
               [6] fStream.close( );
               [7] imgObj.setProperties( );
               [8] byte[ ] resArr = imgObj.getDataInByteArray( );
               [9] System.out.println("byte array length : " + 
                    resArr.length);
               [10] OraclePreparedStatement stmt1 = (OraclePreparedStatement)
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                    con.prepareCall("update ordimagetab set image = 
                    ? where id = " + index);
               stmt1.setCustomDatum(1,imgObj);
               stmt1.execute( );
               stmt1.close( ) ;
          }
          System.out.println("successful");
     }
     [11] catch(Exception e){
          System.out.println("exception raised " + e);
     }
}

byteArrayBasedExample( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Statement、ローカル OracleResultSet、ローカル ORDImageオブジェクトとして
imgObjを作成し、例 2-13の手順 1～ 5と同じ処理を使用してメディア・データを
imgObjに移入します。 このメソッドでは、データベース表の 4行目のコンテンツを操作
しています。

2. ローカル・ファイル imgdemo.datのサイズ（バイト単位）を判断し、同じサイズのバ
イト配列を作成します。

3. 新規の FileInputStreamオブジェクトを作成します。 この入力ストリームには、
imgdemo.datのコンテンツが含まれています。

4. 入力ストリームのコンテンツをバイト配列に読み取ります。

5. loadDataFromByteArray( )メソッドを使用して、バイト配列にあるメディア・データを
データベース内の ORDImageオブジェクトおよび imgObjにロードします。 これによっ
て、ローカル・フィールドが imgObjに設定されますが、データベース・オブジェクト
には設定されません。

6. 入力ストリームをクローズします。

7. setProperties( )をコールして、メディア・データからプロパティ値を抽出し、その値を
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトに設定します。 抽出および設定されたプ
ロパティ値については、第 4章 の「setProperties( )」を参照してください。

8. getDataInByteArray( )メソッドを使用して、アプリケーション内の ORDImageオブ
ジェクトからメディア・データを取得し、バイト配列 resArrにロードします。

9. ロードが成功したことを確認するため、resArrの長さを取得し、画面に出力します。

10. imgObjのコンテンツで、データベース内の ORDImageオブジェクトを更新する SQL
文を作成および実行します。 この更新によって、アプリケーション・オブジェクトに一
致するようにデータベース・オブジェクトの属性が設定されます。

11. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。
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2.2.2.9 processExample( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-19に、ユーザー定義メソッド processExample( )を示します。このメソッドでは、
process( )メソッドおよび processCopy( )メソッドを使用して、アプリケーション・オブ
ジェクトにあるメディア・データを操作します。

例例例例 2-19 processExample( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Image））））

public void processExample(OracleConnection con){
     try{
          int index1 = 0;
          [1] Statement s1 = con.createStatement( );
          OracleResultSet rs1 = (OracleResultSet)s1.executeQuery
               ("select * from ORDIMAGETAB where id = 2 for update ");
          while(rs1.next( )){
               index1 = rs1.getInt(1);
               ORDImage imgObj = (ORDImage) rs1.getCustomDatum(2,
                    ORDImage.getFactory( ));
               [2] ORDImage imgObj2 = (ORDImage) rs1.getCustomDatum(3,
                    ORDImage.getFactory( ));
               try{
                    [3] imgObj.processCopy("maxScale=32 32, fileFormat=
                         GIFF", imgObj2);
                    [4] imgObj.process("fileFormat=JFIF");
                    [5] System.out.println(getAllAttributesAsString
                         (imgObj));
                    [6] System.out.println(getAllAttributesAsString(imgObj2));
               }
               [7] catch (Exception e){
                    System.out.println("Exception raised in process"
                         + e );
               }
               [8] OraclePreparedStatement stmt1 = (OraclePreparedStatement)
                    con.prepareCall("update ordimagetab set image =
                    ?, image2 = ? where id = " + index1);
               stmt1.setCustomDatum(1,imgObj);
               stmt1.setCustomDatum(2,imgObj2);
               stmt1.execute( );
               stmt1.close( ) ;
          }
          rs1.close( );
          s1.close( );
     }
     [9] catch(Exception e){
          System.out.println("Exception raised: " + e);
     }
     System.out.println("successful");
}
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processExample( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Statement、ローカル OracleResultSet、ローカル ORDImageオブジェクトとして
imgObjを作成し、例 2-13の手順 1～ 5と同じ処理を使用してメディア・データを
imgObjに移入します。 このメソッドでは、データベース表の 2行目のコンテンツを操作
しています。 データベース内の ORDImageオブジェクトは、imageという名前です。

2. ローカル ORDImageオブジェクトとして imgObj2を作成します。 OracleResultSetの現
在行の 3列目にある ORDImageオブジェクトのコンテンツを、imgObj2に移入します。 
データベース ORDImage列は、image2という名前です。

3. imgObjにあるイメージ・データから生成された 32 × 32の GIFサムネイル・イメージ
を、imgObj2のイメージ・データに移入します。imgObjは、この操作では変更されま
せん。

4. process( )メソッドを使用して、imgObjにあるイメージを JPEG（JFIF）イメージに変換
します。

5. getAllAttributesAsString( )メソッドを使用して imgObjの属性を取得し、その属性を画
面に出力します。 getAllAttributesAsString( )の詳細は項 2.2.2.5を参照してください。

6. getAllAttributesAsString( )メソッドを使用して imgObj2の属性を取得し、その属性を
画面に出力します。 getAllAttributesAsString( )の詳細は項 2.2.2.5を参照してください。

7. 手順 3～手順 6のコードによって発生したエラーまたは例外を処理します。

8. imgObjおよび imgObj2のコンテンツで適切なデータベース内の ORDImageオブジェク
トを更新する SQL文を作成および実行します。

9. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。
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2.3 ビデオの例ビデオの例ビデオの例ビデオの例
ビデオの例（VideoExample.sqlおよび VideoExample.java）では、SQL、JDBCおよび
interMedia Java Classes APIを使用して次の操作を行う、ユーザー定義メソッドについて説
明します。

� テスト内容を含むデータベース・サーバー表を作成します。

� ローカル・ファイルからアプリケーションおよびデータベース内の ORDVideoオブジェ
クトにデータをロードし、ローカル・フィールドをアプリケーションおよびデータベー
ス・オブジェクトに設定します。

� ローカル・ストリームからアプリケーションおよびデータベース内の ORDVideoオブ
ジェクトにデータをロードし、ローカル・フィールドをアプリケーションおよびデータ
ベース・オブジェクトに設定します。

� ローカル・バイト配列からアプリケーションおよびデータベース内の ORDVideoオブ
ジェクトにデータをロードし、ローカル・フィールドをアプリケーションおよびデータ
ベース・オブジェクトに設定します。

� アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトからプロパティを抽出し、出力します。

� データベース・メソッドへの違反コールを使用して、エラー処理を示します。

2.3.1 VideoExample.sql
例 2-20に VideoExample.sqlの内容を示します。

例例例例 2-20 VideoExample.sqlの内容の内容の内容の内容

set echo on

--システム・パスワードを変更してください。
connect system/manager
drop user VIDEOUSER cascade;
[1] create user VIDEOUSER identified by VIDEOUSER ;
grant connect,resource to VIDEOUSER identified by VIDEOUSER;

[2] connect VIDEOUSER/VIDEOUSER

[3] CREATE TABLE TVID(n NUMBER, vid ORDSYS.ORDVIDEO);

-- 注意: ORDVideo.initメソッドは、リリース 8.1.7で追加されました。
-- interMediaおよび Oracle8iの以前のリリースで
-- このメソッドを実行する場合、次の INSERT文を変更して、
-- デフォルトの ORDVideoコンストラクタを使用する必要があります。
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[4] INSERT INTO TVID VALUES(1, ORDSYS.ORDVideo.init( ));
INSERT INTO TVID VALUES(2, ORDSYS.ORDVideo.init( ));
INSERT INTO TVID VALUES(3, ORDSYS.ORDVideo.init( ));
commit;
/

VideoExample.sqlの SQL文は、次の操作を行います。

1. ユーザー VIDEOUSERを作成し、VIDEOUSERで接続します。

2. VIDEOUSERでデータベース・サーバーに接続します。

3. 表 TVIDを作成します。TVIDには、2つの列（数値の列および ORDAudioオブジェク
トの列）があります。

4. 表に、空の ORDVideoオブジェクトを含む行を 3行追加します。

ORDVideo.initメソッドは、リリース 8.1.7で追加されました。interMediaおよび Oracle8i
の以前のリリースでこのメソッドを実行する場合、手順 4で INSERT文を変更して、デフォ
ルトの ORDVideoコンストラクタを使用する必要があります。

initメソッドの詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video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。

2.3.2 VideoExample.java
項 2.3.2.1～項 2.3.2.8では、VideoExample.java サンプル・ファイルに含まれるメソッドを示
します。

2.3.2.1 main( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-21に、main( )メソッドを示します。

例例例例 2-21 main( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Video））））

public static void main (String args[ ]){
     byte[ ] ctx = new byte[4000];
     OracleConnection con = null;
     try {
          VideoExample tk = new VideoExample( );
          [1] con = tk.connect( );
          //実行中のOracleデータベースがリリース8.1.7以上の場合のみ
          //次の行が必要です。
          //リリース8.1.7より前のデータベース・サーバーを実行中の場合、
          //コールは正常に実行されません。
          [2] ORDMediaUtil.imCompatibilityInit(con);
          [3] tk.loadDataFromFile(con);
          tk.extractProperties(con);
          tk.printProperties(con);
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          tk.loadDataFromStream(con);
          tk.otherMethods(con);
          tk.loadDataFromByteArray(con);
          [4] con.commit( );
          [5] con.close( );
          System.out.println("Done.");
     }
     [6] catch (Exception e) {
          try {
               System.out.println("Exception : " + e);
               con.close( );
          }
          catch(Exception ex) {
               System.out.println("Close Connection Exception : " + ex);
          }
     }
}

main( )メソッドは、次の操作を行います。

1. connect( )メソッドを使用して、データベース表への接続を確立します。

2. 8.1.7アプリケーションとの互換性を確実にします。これは、ご使用のデータベース・
サーバーがリリース 8.1.7以上である場合に限り有効です。詳細は、項 1.7を参照してく
ださい。

3. データベース・サーバーおよびローカル・マシン上のオブジェクトを操作する、複数の
メソッド（VideoExample.javaで定義済）をコールします。

4. データベース表への変更をすべてコミットします。

5. データベースへの接続をクローズします。

6. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。

項 2.3.2.2～項 2.3.2.8では、main( )メソッドからコールされたメソッドについて、
VideoExample.javaに記述された順序ではなく、それがコールされた順序で説明します。

2.3.2.2 connect( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-22に、ユーザー定義メソッド connect( )を示します。このメソッドでは、アプリケー
ションからデータベースへの接続を確立します。

例例例例 2-22 connect( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Video））））

public OracleConnection connect( ) throws Exception{
     String connectString;
     [1] Class.forName ("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
     [2] connectString = "jdbc:oracle:oci8:@";
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     [3] OracleConnection con = (OracleConnection)
          DriverManager.getConnection(connectString,"VIDEOUSER","VIDEOUSER");
     [4] con.setAutoCommit(false);
     return con;
}

connect( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Oracleでは、JDK準拠の Java仮想マシンを使用するため、JDBCドライバを直接ロード
します。

2. 接続するデータベースの URLを含む文字列を定義します。 ご使用のデータベースに合わ
せて、この文字列を変更してください。

3. connectStringに指定された URL、ユーザー名 VIDEOUSERおよびパスワード
VIDEOUSERを使用してデータベースへの接続を設定します。 ユーザー名およびパス
ワードは、VideoExample.sqlで作成済です。

4. 自動コミット・モードを使用禁止にします。 これは、commit( )メソッドまたは
rollback( )メソッドを使用して、それぞれ手動でコミットまたはロールバックする必要
があることを意味します。

2.3.2.3 loadDataFromFile( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-23に、ユーザー定義メソッド loadDataFromFile( )を示します。このメソッドでは、
interMedia loadDataFromFile( )メソッドを使用して、メディア・データをアプリケーショ
ン・オブジェクトにロードします。

例例例例 2-23 loadDataFromFile( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Video））））

public void loadDataFromFile(OracleConnection con){
     try {
          [1] Statement s = con.createStatement( );
          [2] OracleResultSet rs = (OracleResultSet)s.executeQuery
               ("select * from TVID where n = 1 for update ");
          int index = 0;
          [3] while(rs.next( )){
               [4] index = rs.getInt(1);
               [5] ORDVideo vidObj = (ORDVideo) rs.getCustomDatum(2,
                    ORDVideo.getFactory( ));
               [6] vidObj.loadDataFromFile("testvid.dat");
               [7] vidObj.getDataInFile("output1.dat");
               System.out.println("************AFTER getDataInFile ");
               [8] System.out.println("getContentLength output : " +
                    vidObj.getContentLength( ));
               [9] OraclePreparedStatement stmt1 = (OraclePreparedStatement)
                    con.prepareCall("update tvid set vid = ? 
                    where n = " + index);
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               stmt1.setCustomDatum(1,vidObj);
               stmt1.execute( );
               stmt1.close( ) ;
               index++;
          }
          System.out.println("loading successful");
     }
     [10] catch(Exception e) {
          System.out.println("exception raised " + e);
          System.out.println("loading unsuccessful");
     }
}

loadDataFromFile( )メソッドは、次の操作を行います。

1. OracleStatementオブジェクトを作成します。

2. 所定の SQL問合せを実行し、その結果をローカル OracleResultSetオブジェクトに格納
します。

3. OracleResultSetに処理されていない結果がある場合、whileループ内の操作を行いま
す。 この場合、OracleResultSetに含まれる行は 1行のみのため、ループ内の操作は 1回
のみ実行されます。

4. 変数 indexに、OracleResultSetの 1行目の 1列目にある整数値（この場合、1）を設定
します。

5. ローカル ORDVideoオブジェクトとして vidObjを作成します。 OracleResultSetの現在
行の 2列目にある ORDVideoオブジェクトのコンテンツを、vidObjに移入します。

6. loadDataFromFile( )メソッドを使用して、testvid.datにあるメディア・データをデータ
ベース内の ORDVideoオブジェクトおよび vidObjにロードします。 これによって、
ローカル・フィールドが vidObjに設定されますが、データベース・オブジェクトには
設定されません。

7. getDataInFile( )メソッドを使用して、アプリケーション内の ORDVideoオブジェクト
からメディア・データを取得し、ローカル・システム上のファイル output1.datにロー
ドします。

8. ロードが成功したことを確認するため、vidObjのコンテンツ長を取得し、画面に出力し
ます。

9. vidObjのコンテンツでデータベース内の ORDVideoオブジェクトを更新する SQL文を
作成および実行します。 この更新によって、アプリケーション・オブジェクトに一致す
るように、データベース・オブジェクトのローカル属性が設定されます。

10. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。
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2.3.2.4 extractProperties( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-24に、ユーザー定義メソッド extractProperties( )を示します。このメソッドでは、アプ
リケーション・オブジェクトにプロパティを設定します。

例例例例 2-24 extractProperties( ) Methodメソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Video））））

public void extractProperties(OracleConnection con){
     byte[ ] ctx[ ] = new byte [4000][1];
     try {
          [1] Statement s = con.createStatement( );
          OracleResultSet rs = (OracleResultSet)s.executeQuery
               ("select * from TVID where n = 1 for update");
          int index = 0;
          while(rs.next( )){
               index = rs.getInt(1);
               ORDVideo vidObj = (ORDVideo) rs.getCustomDatum(2,
                    ORDVideo.getFactory( ));
               [2] vidObj.setProperties(ctx);
               System.out.println("set Properties called");
               [3] if(vidObj.checkProperties(ctx)) {
                    System.out.println("checkProperties called");
                    System.out.println("setBindParams successful");
                    System.out.println("setProperties successful");
                    System.out.println("checkProperties successful");
                    System.out.println("extraction  successful");
               }
               else {
                    System.out.println("checkProperties called");
                    System.out.println("extraction not successful");
                    System.out.println("checkProperties successful");
               }
               [4] OraclePreparedStatement stmt1 = (OraclePreparedStatement)
                    con.prepareCall("update tvid set vid = ? where 
                    n = " + index);
               stmt1.setCustomDatum(1,vidObj);
               stmt1.execute( );
               stmt1.close( ) ;
               index++;
          }
          rs.close( );
          s.close( );
     }
     [5] catch(Exception e) {
          System.out.println("exception raised " + e);
          System.out.println("extract prop unsuccessful");
     }
}
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extractProperties( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Statement、ローカル OracleResultSet、ローカル ORDVideoオブジェクトとして vidObj
を作成し、例 2-23の手順 1～ 5と同じ処理を使用してメディア・データを vidObjに移
入します。 このメソッドでは、データベース表の 1行目のコンテンツを操作しています。

2. setProperties( )をコールし、メディア・データからプロパティ値を抽出し、その値をア
プリケーション ORDVideoオブジェクトに設定します。 抽出および設定されたプロパ
ティ値については、第 5章 の「setProperties(byte[ ][ ])」を参照してください。

3. checkProperties( )をコールして、アプリケーション・オブジェクトのプロパティ値とメ
ディア・データの値を比較します。 値がすべて同じである場合、checkProperties( )は
TRUEを戻し、画面に適切なメッセージを表示します。 値が異なる場合は FALSEを戻
し、画面に適切なメッセージを表示します。

4. vidObjのコンテンツでデータベース内の ORDVideoオブジェクトを更新する SQL文を
作成および実行します。

5. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。

2.3.2.5 printProperties( )メソッドメソッドメソッドメソッド 
例 2-25に、ユーザー定義メソッド printProperties( )を示します。このメソッドでは、アプ
リケーション・オブジェクトの属性を画面に出力します。

例例例例 2-25 printProperties( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Video））））

public void printProperties(OracleConnection con){
     try {
          [1] Statement s = con.createStatement( );
          OracleResultSet rs = (OracleResultSet)s.executeQuery
               ("select * from TVID where n = 1 ");
          int index = 0;
          while(rs.next( )){
               index = rs.getInt(1);
               ORDVideo vidObj = (ORDVideo) rs.getCustomDatum(2,
                    ORDVideo.getFactory( ));
               [2] System.out.println("format: " + vidObj.getFormat( ));
               System.out.println("mimetype: " + vidObj.getMimeType( ));
               System.out.println("width: " + vidObj.getWidth( ));
               System.out.println("height: " + vidObj.getHeight( ));
               System.out.println("frame resolution: " +
                    vidObj.getFrameResolution( ));
               System.out.println("frame rate: " + vidObj.getFrameRate( ));
               System.out.println("video duration: " + 
                    vidObj.getVideoDuration( ));
               System.out.println("number of frames: " +
                    vidObj.getNumberOfFrames( ));
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               System.out.println("description : " +
                    vidObj.getDescription( ));
               System.out.println("compression type: " +
                    vidObj.getCompressionType( ));
               System.out.println("bit rate: " + vidObj.getBitRate( ));
               System.out.println("num of colors: " + 
                    vidObj.getNumberOfColors( ));
          }
     }
     [3] catch(Exception e) {
          System.out.println("exception raised " + e);
          System.out.println("print proerties unsuccessful");
     }
}

extractProperties( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Statement、ローカル OracleResultSet、ローカル ORDVideoオブジェクトとして vidObj
を作成し、例 2-23の手順 1～ 5と同じ処理を使用してメディア・データを vidObjに移
入します。 このメソッドでは、データベース表の 1行目のコンテンツを操作しています。

2. vidObjのプロパティの値を取得し、その値を画面に出力します。

3. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。

2.3.2.6 loadDataFromStream( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-26に、ユーザー定義メソッド loadDataFromStream( )を示します。このメソッドでは、
interMedia loadDataFromInputStream( )メソッドを使用して、メディア・データをアプリ
ケーション・オブジェクトにロードします。

例例例例 2-26 loadDataFromStream( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Video））））

public void loadDataFromStream(OracleConnection con){
     try {
          [1] Statement s = con.createStatement( );
          OracleResultSet rs = (OracleResultSet) s.executeQuery
               ("select * from TVID where n = 2 for update ");
          int index = 0;
          while(rs.next( )){
               index = rs.getInt(1);
               ORDVideo vidObj = (ORDVideo) rs.getCustomDatum(2,
                    ORDVideo.getFactory( ));
               [2] FileInputStream  fStream  = new FileInputStream
                    ("testvid.dat");
               [3] vidObj.loadDataFromInputStream(fStream);
               [4] vidObj.getDataInFile("output2.dat");
               [5] fStream.close( );
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               System.out.println("************AFTER getDataInFile ");
               [6] System.out.println("getContentLength output : " +
                    vidObj.getContentLength( ));
               [7] OraclePreparedStatement stmt1 = (OraclePreparedStatement)
                    con.prepareCall("update tvid set vid = ? 
                    where n = " + index);
               stmt1.setCustomDatum(1,vidObj);
               stmt1.execute( );
               stmt1.close( ) ;
               index++;
          }
          System.out.println("load data from stream successful");
     }
     [8] catch(Exception e) {
          System.out.println("exception raised " + e);
          System.out.println("load data from stream unsuccessful");
     }
}

loadDataFromStream( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Statement、ローカル OracleResultSet、ローカル ORDVideoオブジェクトとして vidObj
を作成し、例 2-23の手順 1～ 5と同じ処理を使用してメディア・データを vidObjに移
入します。 このメソッドでは、データベース表の 2行目のコンテンツを操作しています。

2. 新規の FileInputStreamオブジェクトを作成します。 この入力ストリームには、ローカ
ル・ファイル testvid.datのコンテンツが含まれています。

3. loadDataFromInputStream( )メソッドを使用して、入力ストリームにあるメディア・
データをデータベース内の ORDVideoオブジェクトおよび vidObjにロードします。 こ
れによって、ローカル・フィールドが vidObjに設定されますが、データベース・オブ
ジェクトには設定されません。

4. getDataInFile( )メソッドを使用して、アプリケーション内の ORDVideoオブジェクト
からメディア・データを取得し、ローカル・システム上のファイル output2.datにロー
ドします。

5. ローカル入力ストリームをクローズします。

6. ロードが成功したことを確認するため、vidObjのコンテンツ長を取得し、画面に出力し
ます。

7. vidObjのコンテンツでデータベース内の ORDVideoオブジェクトを更新する SQL文を
作成および実行します。 この更新によって、アプリケーション・オブジェクトに一致す
るようにデータベース・オブジェクトの属性が設定されます。

8. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。
Javaクラスを使用したプログラム例 2-39



ビデオの例
2.3.2.7 otherMethods( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-27に、ユーザー定義メソッド otherMethods( )を示します。このメソッドでは、
processSourceCommand( )メソッドを使用します。

例例例例 2-27 otherMethods( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Video））））
public void otherMethods(OracleConnection con){
     byte[ ] ctx[ ] = {new byte[4000]};
     byte[ ] res[ ] = {new byte[20]};
     [1] int suc = 1;
     try {
          [2] Statement s1 = con.createStatement( );
          OracleResultSet rs1 = (OracleResultSet)
          s1.executeQuery("select * from TVID where n = 1 for 
               update ");
          int index1 = 0;
          while(rs1.next( )) {
               index1 = rs1.getInt(1);
               ORDVideo vidObj = (ORDVideo) rs1.getCustomDatum(2,
                    ORDVideo.getFactory( ));
               [3] try {
                    byte[ ] pSRes = vidObj.processSourceCommand(ctx, 
                         "", "", res);
                    suc = 0;
               }
               [4] catch (Exception e) { 
                    System.out.println("Expected Exception raised in 
                         processSourceCommand(...)" );
               }
               [5] OraclePreparedStatement stmt1 = (OraclePreparedStatement)
                    con.prepareCall("update tvid set vid = ? where 
                         n = " + index1);
               stmt1.setCustomDatum(1,vidObj);
               stmt1.execute( );
               stmt1.close( ) ;
               index1++;
          }
          rs1.close( );
          s1.close( );
     }
     [6] catch(Exception e){
          System.out.println("Exception raised " );
     }
     [7] if(suc == 1)
          System.out.println("other methods successful");
     else
          System.out.println("other methods unsuccessful");
}
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otherMethods( )メソッドは、次の操作を行います。

1. メソッドの成功または失敗を示すために使用する整数を作成し、これを 1（成功）に初
期化します。

2. Statement、ローカル OracleResultSet、ローカル ORDVideoオブジェクトとして vidObj
を作成し、例 2-23の手順 1～ 5と同じ処理を使用してメディア・データを vidObjに移
入します。 このメソッドでは、データベース表の 1行目のコンテンツを操作しています。

3. サーバー側でコールされるコマンドを指定せずに processSourceCommand( )をコール
します。 これによって例外が発生します。これは、processSourceCommand( )コールの
次のコードは実行されず、catchループのコードが実行されることを意味します。 例外が
発生しない場合、メソッドは失敗し、成功インジケータが 0（障害）に設定されます。

4. 手順 3で発生した例外を出力します。

5. vidObjのコンテンツでデータベース内の ORDVideoオブジェクトを更新する SQL文を
作成および実行します。

6. コードによって発生した、予期しないエラーまたは例外を処理します。

7. メソッドの結果に基づいて、適切なメッセージを画面に出力します。

2.3.2.8 loadDataFromByteArray( )メソッドメソッドメソッドメソッド
例 2-28に、ユーザー定義メソッド loadDataFromByteArray( )を示します。このメソッドで
は、interMedia loadDataFromByteArray( )メソッドを使用して、メディア・データをアプリ
ケーション・オブジェクトにロードします。

例例例例 2-28 loadDataFromByteArray( )メソッド（メソッド（メソッド（メソッド（Video））））

public void loadDataFromByteArray(OracleConnection con){
     try {
          [1] Statement s = con.createStatement( );
          OracleResultSet rs = (OracleResultSet) s.executeQuery
               ("select * from TVID where n = 3 for update ");
          int index = 0;
          while(rs.next( )){
               index = rs.getInt(1);
               ORDVideo vidObj = (ORDVideo) rs.getCustomDatum(2,
                    ORDVideo.getFactory( ));
               [2] File ff = new File("testvid.dat");
               int fileLength = (int) ff.length( );
               byte[ ] data = new byte[fileLength];
               [3] FileInputStream  fStream  = new
                    FileInputStream("testvid.dat");
               [4] fStream.read(data,0,fileLength);
               [5] vidObj.loadDataFromByteArray(data);
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               [6] fStream.close( );
               [7] vidObj.getDataInFile("output3.dat");
               [8] byte[ ] resArr = vidObj.getDataInByteArray( );
               [9] System.out.println("byte array length : " + 
                    resArr.length);
               [10] FileOutputStream outStream = new FileOutputStream
                    ("output4.dat");
               [11] outStream.write(resArr);
               [12] outStream.close( );
               [13] InputStream inpStream = vidObj.getDataInStream( );
               int length = 32300;
               byte[ ] tempBuffer = new byte[32300];
               [14] int numRead = inpStream.read(tempBuffer,0,length);
               try {
                    [15] outStream = new FileOutputStream("output5.dat");
                    [16] while(numRead != -1) {
                         [17] if (numRead < 32300) {
                              length = numRead;
                              outStream.write(tempBuffer,0,length);
                              break;
                         }
                         [18] else
                              outStream.write(tempBuffer,0,length);
                         [19] numRead = inpStream.read(tempBuffer,0,length);
                    }
               }
               [20] finally {
                    outStream.close( );
                    inpStream.close( );
               }
               System.out.println("************AFTER getDataInFile ");
               [21] System.out.println(" getContentLength output : " + 
                    vidObj.getContentLength( ));
               [22] OraclePreparedStatement stmt1 = (OraclePreparedStatement)
                    con.prepareCall("update tvid set vid = ? where
                    n = " + index);
               stmt1.setCustomDatum(1,vidObj);
               stmt1.execute( );
               stmt1.close( ) ;
               index++;
          }
     }
     [23] catch(Exception e) {
          System.out.println("exception raised " + e);
          System.out.println("loadData from byte array unsuccessful");
     }
}
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loadDataFromByteArray( )メソッドは、次の操作を行います。

1. Statement、ローカル OracleResultSet、ローカル ORDVideoオブジェクトとして vidObj
を作成し、例 2-23の手順 1～ 5と同じ処理を使用してメディア・データを vidObjに移
入します。 このメソッドでは、データベース表の 3行目のコンテンツを操作しています。

2. ローカル・ファイル testvid.datのサイズ（バイト単位）を決定し、同じサイズのバイト
配列を作成します。

3. 新規の FileInputStreamオブジェクトを作成します。 この入力ストリームには、
testvid.datのコンテンツが含まれています。

4. 入力ストリームのコンテンツをバイト配列に読み取ります。

5. loadDataFromByteArray( )メソッドを使用して、バイト配列にあるメディア・データを
データベース内の ORDVideoオブジェクトおよび vidObjにロードします。 これによっ
て、ローカル・フィールドが vidObjに設定されますが、データベース・オブジェクト
には設定されません。

6. 入力ストリームをクローズします。

7. getDataInFile( )メソッドを使用して、アプリケーション内の ORDVideoオブジェクト
からメディア・データを取得し、ローカル・システム上のファイル output3.datにロー
ドします。

8. getDataInByteArray( )メソッドを使用して、アプリケーション内のORDVideoオブ
ジェクトからメディア・データを取得し、バイト配列 resArrにロードします。

9. ロードが成功したことを確認するため、resArrの長さを取得し、画面に出力します。

10. 新規の FileOutputStreamオブジェクト outStreamを作成します。 この出力ストリーム
は、ローカル・ファイル output4.datにデータを書き込みます。

11. resArrのコンテンツを output4.datに書き込みます。

12. 出力ストリームをクローズします。

13. 新規の入力ストリーム inpStreamを作成します。 getDataInStream( )メソッドを使用し
て、アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトからメディア・データを取得し、
inpStreamに格納します。

14. inpStreamの先頭（オフセット 0）から 32300バイトをバイト配列 tempBufferに読み取
ります。 整数 numReadには、読取りバイトの合計数、または入力ストリームが最後ま
で到達した場合は -1が設定されます。 ロードが成功した場合、numReadは 32300とな
ります。

15. OutStreamを再オープンします。 この場合、ローカル・ファイル output5.datにデータ
を書き込みます。

16. numReadが -1でない場合は、whileループ内の操作を実行します。プログラムには、
このループを入力するようにしてください。
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17. numReadが 32300未満（データが最後まで読み取られなかった）の場合は、
tempBufferに読み取られたバイト数を、outStreamに書き込みます。

18. numReadが 32300の場合、outStreamに 32300バイトを書き込みます。

19. 入力ストリームからさらにデータをバイト配列に読み取ります。 32300バイトのデータ
が正常に読み取られた場合、numReadは -1に設定され、プログラムはループを終了し
ます。 入力ストリームに読み取られていないデータがまだある場合は、バイト配列に読
み取られ、手順 17、18が繰り返されます。

20. whileループの終了後、入力ストリームおよび出力ストリームをクローズします。

21. ロードが成功したことを確認するため、vidObjのコンテンツ長を取得し、画面に出力し
ます。

22. vidObjのコンテンツでデータベース内の ORDVideoオブジェクトを更新する SQL文を
作成および実行します。 この更新によって、アプリケーション・オブジェクトに一致す
るようにデータベース・オブジェクトの属性が設定されます。

23. コードによって発生したエラーまたは例外を処理します。
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ORDAudioリファレンス情報リファレンス情報リファレンス情報リファレンス情報

この章では、interMedia Java Classesで、オーディオ・データの格納および管理をサポート
する、ORDAudioオブジェクト型について説明します。

ORDAudioレベルで起動されたメソッドは、データベース・ソース・プラグインまたはデー
タベース・フォーマット・プラグインに渡されて処理され、コンテキスト・パラメータに
byte[ ] ctx[ ]を取ります。 クライアント・システムが、データベース・サーバーに接
続している場合、パラメータ領域（参照例では 4000バイトの領域）はクライアントによっ
て作成されますが、コンテキスト・パラメータのコンテンツはサーバーによって生成されま
す。 コンテキスト・パラメータは、コンテキスト情報を処理するためにクライアントから
サーバーに渡されます。

注意注意注意注意 : 現行のリリースでは、すべてのソース・プラグインまたはフォー
マット・プラグインでコンテキスト・パラメータを使用または生成するわ
けではありませんが、前述した方法でパラメータを指定すると、アプリ
ケーションは、現行または今後のソース・プラグインおよびフォーマッ
ト・プラグインで動作します。
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前提条件
3.1 前提条件前提条件前提条件前提条件
interMediaメソッドを実行するために、次のインポート文を Javaファイルに組み込む必要
があります。

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

この章で示す例は、次の操作がすでに実行済であることを前提にしています。

� ORDAudio型の列を含む表への接続が確立されている。

� ローカル ORDAudioオブジェクトとして audObjが作成され、データが移入されてい
る。

接続の確立またはローカル・オブジェクトの移入の例については、項 2.1.2を参照してくだ
さい。

3.2 リファレンス情報リファレンス情報リファレンス情報リファレンス情報
この項では、ORDAudioオブジェクトを操作するメソッドについて説明します。
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checkProperties( )
checkProperties( )

形式形式形式形式
public boolean checkProperties(byte[ ] ctx[ ])

説明説明説明説明
ローカル・オブジェクトのメディア・データに格納されたプロパティが、ローカル・オブ
ジェクトの属性と一貫性があるかどうかをチェックします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
フォーマット・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを
設定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクト属性に格納された属性値が BLOBデータに格納されたプロパティと同じ場合は
TRUE、異なる場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
if(audObj.checkProperties(ctx))
     System.out.println("checkProperties successful");

パラメータは次のとおりです。

� ctx: フォーマット・プラグインのコンテキスト情報です。
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clearLocal( )
clearLocal( )

形式形式形式形式
public void clearLocal( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのソース・ローカル・フィールドを消去し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.clearLocal( )
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closeSource( )
closeSource( )

形式形式形式形式
public int closeSource(byte[ ] ctx[ ])

説明説明説明説明
ORDAudioファイル・ソースをクローズします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを設定し
ます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
操作が成功した場合は 0、失敗した場合は 0より大きい整数を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
int i = audObj.closeSource(ctx);
if(i == 0)
     System.out.println("Source close successful");
else
     System.out.println("Source close unsuccessful");

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。
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deleteContent( )
deleteContent( )

形式形式形式形式
public void deleteContent( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトの BLOBにあるメディア・データを削除し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.deleteContent( );
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export( )
export( )

形式形式形式形式
public void export (byte[ ] ctx[ ], String sourceType, String sourceLocation, String 
sourceName)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトの BLOBから、パラメータで指定されてい
る位置にデータをエクスポートします。 位置は、次の形式で示されます。

sourceType://sourceLocation/sourceName

このメソッドは、Oracle8iデータベース・サーバーのリリース 8.1.7以上で実行している場
合のみ機能します。

詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Videoユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』
の第 4章を参照してください。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを設定し
ます。

sourceType
コンテンツのエクスポート先のソース・タイプ。 FILEのみがネイティブにサポートされてい
ます。

sourceLocation
コンテンツのエクスポート先のデータベース・サーバー上の位置

sourceName
コンテンツのエクスポート先のソース名

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException
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export( )
例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
audObj.export(ctx,"FILE","AUDIODIR","complete.wav");

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。

� FILE: コンテンツのエクスポート先のソース・タイプです。

� AUDIODIR: コンテンツのエクスポート先の位置です。

� complete.wav: コンテンツのエクスポート先のファイルです。
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getAllAttributes( )
getAllAttributes( )

形式形式形式形式
public CLOB getAllAttributes(byte[ ] ctx[ ])

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのすべての属性値を取得し、CLOBに格納
します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
フォーマット・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを
設定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDAudioオブジェクトの属性値を含む CLOBを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
CLOB attributes = audObj.getAllAttributes(ctx);

パラメータは次のとおりです。

� ctx: フォーマット・プラグインのコンテキスト情報です。
ORDAudioリファレンス情報 3-9



getAttribute( )
getAttribute( )

形式形式形式形式
public String getAttribute(byte[ ] ctx[ ], String name)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトから指定された属性の値を、文字列で取得
します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
フォーマット・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを
設定します。

name
属性の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定された属性の値を、文字列として戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
int attribute = audObj.getAttribute(ctx,"numberOfChannels")

パラメータは次のとおりです。

� ctx: フォーマット・プラグインのコンテキスト情報です。

� numberOfChannels: オブジェクトから取得する属性です。
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getAudioDuration( )
getAudioDuration( )

形式形式形式形式
public int getAudioDuration( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのオーディオ再生時間を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDAudioオブジェクトのオーディオ再生時間を秒単位で戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int audioDuration = audObj.getAudioDuration( );
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getBFILE( )
getBFILE( )

形式形式形式形式
public oracle.sql.BFILE getBFILE( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトの BFILE属性を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
BFILEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
BFILE audioBFILE = audObj.getBFILE( );
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getComments( )
getComments( )

形式形式形式形式
public oracle.sql.CLOB getComments( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトからコメントを取得し、CLOBに格納しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDAudioオブジェクトのコメントを含む CLOBを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
CLOB comments = audObj.getComments( )
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getCompressionType( )
getCompressionType( )

形式形式形式形式
public String getCompressionType( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトの圧縮タイプを、文字列として取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDAudioオブジェクトの圧縮タイプを文字列として戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String compressionType = audObj.getComressionType( );
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getContent( )
getContent( )

形式形式形式形式
public oracle.sql.BLOB getContent( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトから LOBロケータを取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトの LOBロケータを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
BLOB localContent = audObj.getContent( );
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getContentInLob( )
getContentInLob( )

形式形式形式形式
public BLOB getContentInLob(byte[ ] ctx[ ], String mimetype[ ], String format[ ])

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのコンテンツを取得し、BLOBに格納しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを設定し
ます。

mimetype[ ]
戻されるコンテンツのMIMEタイプ。mimetype[0]に指定します。

format[ ]
戻されるコンテンツのフォーマット。format[0]に指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
LOBロケータにあるアプリケーション内のORDAudioオブジェクトの LOBコンテンツを戻し
ます。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
String mimeType[ ] = new String[1];
mimeType[0] = "video/x-msvideo"
String format[ ] = new String[1];
format[0] = "RIFF"
BLOB localContent = audObj.getContentInLob(ctx,mimeType,format);

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。

� mimeType: 最初の値にMIMEタイプを含む文字列の配列です。

� format: 最初の値にデータ・フォーマットを含む文字列の配列です。
3-16 Oracle8i interMedia Audio,Image,Video Java Classesユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



getContentLength( )
getContentLength( )

形式形式形式形式
public int getContentLength( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクト内のメディア・データのコンテンツ長を取
得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
メディア・データのコンテンツ長を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int contentLength = audObj.getContentLength( );
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getContentLength(byte[ ][ ])
getContentLength(byte[ ][ ])

形式形式形式形式
public int getContentLength(byte[ ] ctx[ ])

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクト内のメディア・データのコンテンツ長を取
得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを設定し
ます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
メディア・データのコンテンツ長を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
int contentLength = audObj.getContentLength(ctx);

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。
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getDataInByteArray( )
getDataInByteArray( )

形式形式形式形式
public byte[ ] getDataInByteArray( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトの LOBロケータからデータを取得し、ロー
カル・バイト配列に格納します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
データの読取り元からバイト配列を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

java.io.IOException

java.lang.OutOfMemoryError

例例例例
byte[ ] byteArr = audObj.getDataInByteArray( );
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getDataInFile( )
getDataInFile( )

形式形式形式形式
public boolean getDataInFile(String filename)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトの LOBロケータからデータを取得し、ロー
カル・ファイルに格納します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

filename
データのロード先のファイル名。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ロードが成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

java.io.IOException

例例例例
boolean load = audObj.getDataInFile("output1.dat");
if(load)
     System.out.println("getDataInFile completed successfully");
else
     System.out.println("Error in getDataInFile");

パラメータは次のとおりです。

� output1.dat: データのロード先のファイルです。
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getDataInStream( )
getDataInStream( )

形式形式形式形式
public InputStream getDataInStream( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトの LOBロケータからデータを取得し、ロー
カル入力ストリームに格納します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
データの読取り元から入力ストリームを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
InputStream inpStream = audObj.getDataInStream( );
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getDescription( )
getDescription( )

形式形式形式形式
public String getDescription( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトの Descriptionの値を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトの Descriptionの値を文字列として戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String desc = audObj.getDescription( );
3-22 Oracle8i interMedia Audio,Image,Video Java Classesユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



getEncoding( )
getEncoding( )

形式形式形式形式
public String getEncoding( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトの Encodingの値を、文字列として取得しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDAudioオブジェクトの Encodingの値を文字列として戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String encoding = audObj.getEncoding( );
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getFormat( )
getFormat( )

形式形式形式形式
public String getFormat( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのフォーマットを、文字列として取得しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトのフォーマットを文字列として戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String format = audObj.getFormat( );
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getMimeType( )
getMimeType( )

形式形式形式形式
public String getMimeType( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのMIMEタイプを、文字列として取得しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDAudioオブジェクトのMIMEタイプを、文字列として戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String mimeType = audObj.getMimeType( );
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getNumberOfChannels( )
getNumberOfChannels( )

形式形式形式形式
public int getNumberOfChannels( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのチャネル数を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDAudioオブジェクトのチャネル数を整数で戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int channels = audObj.getNumberOfChannels( );
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getSampleSize( )
getSampleSize( )

形式形式形式形式
public int getSampleSize( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのサンプル・サイズを整数で取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDAudioオブジェクトのサンプル・サイズを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int sampleSize = audObj.getSampleSize( );
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getSamplingRate( )
getSamplingRate( )

形式形式形式形式
public int getSamplingRate( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのサンプリング・レートを整数で取得しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDAudioオブジェクトのサンプリング・レート（1秒あたりのバイト数）を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int samplingRate = audObj.getSamplingRate( );
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getSource( )

形式形式形式形式
public String getSource( )

説明説明説明説明
ソースの位置、名前およびタイプを含む、アプリケーション内の ORDAudioオブジェクト
のオブジェクト・ソース情報を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクト・ソース情報を含む文字列を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String source = audObj.getSource( );
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getSourceLocation( )

形式形式形式形式
public String getSourceLocation( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのソースの位置を、文字列として取得しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトのソース位置を含む文字列を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String location = audObj.getSourceLocation( );
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getSourceName( )

形式形式形式形式
public String getSourceName( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのソース名を、文字列として取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトのソース名を含む文字列を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String name = audObj.getSourceName( );
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getSourceType( )

形式形式形式形式
public String getSourceType( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのソース・タイプを、文字列として取得し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトのソース・タイプを含む文字列を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String type = audObj.getSourceType( );
3-32 Oracle8i interMedia Audio,Image,Video Java Classesユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



getUpdateTime( )
getUpdateTime( )

形式形式形式形式
public java.sql.Timestamp getUpdateTime( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトが最後に更新されたときの情報を含む、
Timestampオブジェクトを取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
最新の更新時刻を含む Timestampオブジェクトを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
Timestamp time = audObj.getUpdateTime( );
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importData( )

形式形式形式形式
public void importData(byte[ ] ctx[ ])

説明説明説明説明
外部ソースからアプリケーション内の ORDAudioオブジェクトにデータをインポートしま
す。

このメソッドが動作するには、srcType、srcLocationおよび srcName属性が、すべて定義さ
れている必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを設定し
ます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
audObj.importData(ctx);

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。
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importFrom( )

形式形式形式形式
public void importFrom(byte[ ] ctx[ ], String sourceType, String sourceLocation, 
String sourceName)

説明説明説明説明
外部ソースからアプリケーション内の ORDAudioオブジェクトにデータをインポートしま
す。 外部ソースの位置は、次の形式で示されます。

sourceType://sourceLocation/sourceName

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video
ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』の第 4章を参照してください。

sourceType
データのインポート元のソース・タイプ

sourceLocation
データのインポート元のデータベース・サーバー上でのソースの位置

sourceName
データのインポート元のソース名

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
audObj.importFrom("FILE","AUDIODIR","testaud.dat");

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。
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� FILE: データのインポート元のソース・タイプです。

� AUDIODIR: データのインポート元のデータベース・サーバー上での位置です。

� testaud.dat: データのインポート元のファイルです。
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isLocal( )

形式形式形式形式
public boolean isLocal( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのローカル属性が設定されているかどうか
をチェックします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDAudioオブジェクトのローカル属性が設定されている場合は TRUE、設定されていない
場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
if(audObj.isLocal( ))
     System.out.println("local attribute is set to true");
else
     System.out.println("lcoal attribute is set to false");
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loadDataFromByteArray( )

形式形式形式形式
public boolean loadDataFromByteArray(byte[ ] byteArr)

説明説明説明説明
ローカル・バイト・バッファから、データベース内の ORDAudioオブジェクトの LOBロ
ケータおよびアプリケーション・オブジェクトにデータをロードします。 また、setLocal( )
および setUpdateTime(null)をコールします。setLocal( )では、アプリケーション内の
ORDAudioオブジェクトにローカル・フィールドを設定します。データベース・オブジェク
トには設定されません。setUpdateTime(null)では、データベース・サーバーの SYSDATE
を updateTime属性に設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

byteArr
データのロード元のローカル・バイト配列の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
ロードが成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

java.io.IOException

例例例例
byte[ ] data = new byte[32000];
FileInputStream fStream = new FileInputStream("testaud.dat");
fStream.read(data,0,32300);
boolean success = audObj.loadDataFromByteArray(data);
if(success)
     System.out.println("loadDataFromByteArray was successful");
else
     System.out.println("loadDataFromByteArray was unsuccessful");

パラメータは次のとおりです。

� data: データのロード元のローカル・バイト配列です。

� testaud.dat: 32300バイトのデータを含むローカル・ファイルです。
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loadDataFromFile( )

形式形式形式形式
public boolean loadDataFromFile(String filename)

説明説明説明説明
ローカル・ファイルからデータベース内の ORDAudioオブジェクトの LOBロケータおよび
アプリケーション・オブジェクトにデータをロードします。 また、setLocal( )および
setUpdateTime(null)をコールします。setLocal( )では、アプリケーション内の ORDAudio
オブジェクトにローカル・フィールドを設定します。データベース・オブジェクトには設定
されません。setUpdateTime(null)では、データベース・サーバーの SYSDATEを
updateTime属性に設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

filename
データのロード元のローカル・ファイルの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
ロードが成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

java.io.IOException

例例例例
audObj.loadDataFromFile("testaud.dat");

パラメータは次のとおりです。

� testaud.dat: オーディオ・データを含むローカル・ファイルです。
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loadDataFromInputStream( )

形式形式形式形式
public boolean loadDataFromInputStream(InputStream inpStream)

説明説明説明説明
ローカル入力ストリームからデータベース内の ORDAudioオブジェクトの LOBロケータお
よびアプリケーション・オブジェクトにデータをロードします。 また、setLocal( )および
setUpdateTime(null)をコールします。setLocal( )では、アプリケーション内の ORDImage
オブジェクトにローカル・フィールドを設定します。データベース・オブジェクトには設定
されません。setUpdateTime(null)では、データベース・サーバーの SYSDATEを
updateTime属性に設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

inpStream
データのロード元のローカル入力ストリームの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
ロードが成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

java.io.IOException

例例例例
FileInputStream fStream = new FileInputStream("testaud.dat");
audObj.loadDataFromInputStream(fStream);

パラメータは次のとおりです。

� testaud.dat: オーディオ・データを含むローカル・ファイルです。

� fStream: オーディオ・データを ORDAudioオブジェクトにロードする、ローカル入力ス
トリームです。
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openSource( )

形式形式形式形式
public int openSource(byte[ ] userarg, byte[ ] ctx[ ])

説明説明説明説明
ORDAudioファイル・ソースをオープンします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

userarg
ユーザーによって提供される権限関連のパラメータ（READONLYなど）。 ユーザー定義の
ソース・プラグインで使用できます。

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video
ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』の第 4章を参照してください。

戻り値戻り値戻り値戻り値
操作が成功した場合は 0、失敗した場合は 0より大きい整数を戻します。

例外例外例外例外
java.lang.Exception

例例例例
byte[ ] userarg = new byte[4000];
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
int i = audObj.openSource(userarg,ctx);
if(i == 0)
     System.out.println("openSource successful");
else
     System.out.println("openSource unsuccessful");

パラメータは次のとおりです。

� userarg: 権限関連のパラメータです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。
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OrdAudio( )

形式形式形式形式
public OrdAudio( )

説明説明説明説明
ORDAudioオブジェクトを作成します。

このメソッドは、デフォルトの ORDAudioコンストラクタです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
なし

例例例例
なし
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processAudioCommand( )

形式形式形式形式
public byte[ ] processAudioCommand(byte[ ] ctx[ ], String command, String args, 
byte[ ] result[ ])

説明説明説明説明
データベース processAudioCommand( )メソッドをコールすると、アプリケーション内の
ORDAudioオブジェクトに対し、指定されたコマンドを処理します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
フォーマット・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを
設定します。

command
実行されるコマンド。 コマンドは、データベースのフォーマット・プラグインで認識される
必要があります。

args
コマンドの引数

result[ ]
コマンドの結果

戻り値戻り値戻り値戻り値
コマンドの実行結果を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1]
String command;
String arguments;
byte[ ] result;
//commandには、コマンドの値を指定します。
//argsには、引数を指定します。
byte[ ] commandResults = audObj.processAudioCommand(ctx,command,
     arguments,result);
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パラメータは次のとおりです。

� ctx: フォーマット・プラグインのコンテキスト情報です。

� command: 実行されるコマンドです。

� arguments: コマンドに必要なすべての引数です。

� result: コマンドの結果です。
3-44 Oracle8i interMedia Audio,Image,Video Java Classesユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



processSourceCommand( )
processSourceCommand( )

形式形式形式形式
public byte[ ] processSourceCommand(byte[ ] ctx[ ], String command, String args, 
byte[ ] result[ ])

説明説明説明説明
データベース内の processSourceCommand( )メソッドをコールすると、アプリケーション
内の ORDAudioオブジェクトに対し、指定されたコマンドを処理します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video
ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』の第 4章を参照してください。

command
実行されるコマンド。 コマンドは、データベースのソース・プラグインで認識される必要が
あります。

args
実行されるコマンドの引数

result[ ]
コマンドの結果

戻り値戻り値戻り値戻り値
コマンドの実行結果を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
String command;
String arguments;
byte[ ] result;
//commandには、コマンドの値を指定します。
//argsには、引数を指定します。
byte[ ] commandResults = audObj.processSourceCommand(ctx,command,
     arguments,result);
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パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。

� command: 実行されるコマンドです。

� arguments: コマンドに必要なすべての引数です。

� result: コマンドの結果です。
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readFromSource( )

形式形式形式形式
public int readFromSource(byte[ ] ctx[ ], int startpos, int numbytes, byte[ ] 
buffer)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのコメント・フィールドからデータを読み
取ります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video
ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』の第 4章を参照してください。

startpos
コメント・フィールドの先頭位置

numbytes
読み取るバイト数

buffer
コンテンツの読取り先バッファ

戻り値戻り値戻り値戻り値
読取りバイト数を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
byte[ ] commentBuffer = new byte[12];
int i = audObj.readFromSource(ctx,0,12,commentBuffer);

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。
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� 0: コメント・フィールドからの読取りを開始する位置です。

� 12: 読取りバイト数です。

� commentBuffer: データの読取り先の位置です。
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setAudioDuration( )

形式形式形式形式
public void setAudioDuration(int audioDuration)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのオーディオ再生時間を設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

audioDuration
ORDAudioオブジェクトに設定するオーディオ再生時間（秒単位）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.setAudioDuration(16);

パラメータは次のとおりです。

� 16: 設定するオーディオ再生時間（秒単位）です。
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setComments( )

形式形式形式形式
public void setComments(oracle.sql.CLOB comments)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトにコメントを設定します。

interMediaによって、使用するコメント属性が予約されます。 任意の値を設定できますが、
interMedia Annotatorによって上書きされる場合があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

comments
ORDAudioオブジェクト用のコメントを含む CLOB

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.setComments(commentsData);

パラメータは次のとおりです。

� commentsData: 設定するコメントを含む CLOBです。
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setCompressionType( )

形式形式形式形式
public void setCompressionType(String CompressionType)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトの圧縮タイプを設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

CompressionType
ORDAudioオブジェクトの圧縮タイプ（文字列）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.setCompressionType("8BITMONOAUDIO");

パラメータは次のとおりです。

� 8BITMONOAUDIO: 圧縮タイプです。
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setDescription( )

形式形式形式形式
public void setDescription(String description)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトの Descriptionの値を設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

description
ORDAudioオブジェクトのコンテンツを説明する文字列

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.setDescription("My audio file");

パラメータは次のとおりです。

� My audio file: オブジェクトに設定する説明です。
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setEncoding( )

形式形式形式形式
public void setEncoding(String encoding)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトの Encodingの値を設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

encoding
ORDAudioオブジェクトのコンテンツのエンコーディング（文字列）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.setEncoding("MULAW");

パラメータは次のとおりです。

� MULAW: 設定するエンコーディングの値です。
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setFormat( )

形式形式形式形式
public void setFormat(String format)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのフォーマットを設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

format
ORDAudioオブジェクトのコンテンツのフォーマット（文字列）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.setFormat("AUFF");

パラメータは次のとおりです。

� AUFF: 設定するフォーマットです。
3-54 Oracle8i interMedia Audio,Image,Video Java Classesユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



setKnownAttributes( )
setKnownAttributes( )

形式形式形式形式
public void setKnownAttributes(String knownformat, String knownencoding,
                               int knownnumberofchannels, int knownsamplingrate,
                               int knownsamplesize, String knowncompressiontype,
                               int knownaudioduration)

説明説明説明説明
ORDAudioオブジェクトの既知の属性を設定します。

setProperties( )は、自動的にこれらの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合
のみ、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

knownformat
オーディオ・データのフォーマット

knownencoding
オーディオ・データのエンコーディング

knownnumberofchannels
チャネル数

knownsamplingrate
サンプリング・レート

knownsamplesize
サンプル・サイズ

knowncompressiontype
圧縮タイプ

knownaudioduration
オーディオ再生時間

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし
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例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.setKnownAttributes("AUFF","MULAW",1,8,8,"8BITMONOAUDIO",16);

パラメータは次のとおりです。

� AUFF: 設定するフォーマットです。

� MULAW: 設定するエンコーディングです。

� 1: 設定するチャネル数です。

� 8: 設定するサンプリング・レート（1秒あたりのサンプル数）です。

� 8: 設定するサンプル・サイズです。

� 8BITMONOAUDIO: 設定する圧縮タイプです。

� 16: 設定するオーディオ再生時間（秒単位）です。
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setLocal( )

形式形式形式形式
public void setLocal( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのソース・ローカル・フィールドを設定し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.setLocal( );
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setMimeType( )

形式形式形式形式
public void setMimeType(String MimeType)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのMIMEタイプを設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

MimeType
ORDAudioオブジェクトのコンテンツのMIMEタイプ（文字列）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.setMimeType("audio/basic");

パラメータは次のとおりです。

� audio/basic: 設定するMIMEタイプです。
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setNumberOfChannels( )

形式形式形式形式
public void setNumberOfChannels(int numberOfChannels)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトにチャネル数を設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

numberOfChannels
設定するチャネル数

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.setNumberOfChannels(1);

パラメータは次のとおりです。

� 1: 設定するチャネル数です。
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setProperties(byte[ ][ ])

形式形式形式形式
public void setProperties(byte[ ] ctx[ ])

説明説明説明説明
オーディオ・データを読み取り、プロパティを抽出します。さらに、抽出したプロパティを
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトに設定します。

設定するプロパティは、フォーマット、エンコーディング、チャネル数、サンプリング・
レート、サンプル・サイズ、圧縮タイプ、およびオーディオ再生時間を含みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
フォーマット・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを
設定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
audObj.setProperties(ctx);

パラメータは次のとおりです。

� ctx: フォーマット・プラグインのコンテキスト情報です。
3-60 Oracle8i interMedia Audio,Image,Video Java Classesユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



setProperties(byte[ ][ ], boolean)
setProperties(byte[ ][ ], boolean)

形式形式形式形式
public void setProperties(byte[ ] ctx[ ], boolean setComments)

説明説明説明説明
メディア・データを読み取り、プロパティを抽出します。さらに、抽出したプロパティをア
プリケーション内の ORDAudioオブジェクトに設定します。

設定するプロパティは、フォーマット、エンコーディング、チャネル数、サンプリング・
レート、サンプル・サイズ、圧縮タイプ、およびオーディオ再生時間を含みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
フォーマット・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを
設定します。

setComments
ORDAudioオブジェクトにコメントを設定するかどうかを判断するブール値。 TRUEの場
合、コメント・フィールドは一連の形式（オーディオ・オブジェクトのアプリケーション・
プロパティは XML形式）で移入されます。 FALSEの場合、コメント・フィールドは移入さ
れません。 デフォルト値は FALSEです。

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
audObj.setProperties(ctx,true);

パラメータは次のとおりです。

� ctx: フォーマット・プラグインのコンテキスト情報です。

� true: コメント・フィールドが移入されることを示します。
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setSampleSize( )

形式形式形式形式
public void setSampleSize(int sampleSize)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトにサンプル・サイズを設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

sampleSize
ORDAudioオブジェクトのサンプル・サイズ

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.setSampleSize(8);

パラメータは次のとおりです。

� 8: 設定するサンプル・サイズです。
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setSamplingRate( )

形式形式形式形式
public void setSamplingRate(int samplingRate)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのサンプリング・レートを設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

samplingRate
設定するサンプリング・レート（1秒あたりのサンプル数）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.setSamplingRate(8);

パラメータは次のとおりです。

� 8: 設定するサンプリング・レート（1秒あたりのサンプル数）です。
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setSource( )

形式形式形式形式
public void setSource(String sourceType, String sourceLocation, String sourceName)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのソース情報を設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

sourceType
ソース・タイプ

sourceLocation
ソースの位置

sourceName
ソースの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.setSource("FILE","AUDIODIR","audio.au");

パラメータは次のとおりです。

� FILE: ソース・タイプです。

� AUDIODIR: ソースの位置です。

� audio.au: ソースの名前です。
3-64 Oracle8i interMedia Audio,Image,Video Java Classesユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



setUpdateTime( )
setUpdateTime( )

形式形式形式形式
public void setUpdateTime(java.sql.Timestamp currentTime)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトの更新時刻を現在の時刻に設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

currentTime
ORDAudioオブジェクトに設定する現在の時刻。 この値はNULLに設定してください。そ
うすると、このメソッドはデータベース・サーバーの SYSDATEを使用します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.setUpdateTime(null);
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trimSource( )

形式形式形式形式
public int trimSource(byte[ ] ctx[ ], int newLen)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのファイル・ソースを指定の長さに切り捨
てます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video
ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』の第 4章を参照してください。

newLen
ソースの切捨て後の長さ

戻り値戻り値戻り値戻り値
操作が成功した場合は 0、失敗した場合は 0より大きい整数を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
int i = audObj.trimSource(ctx,10);
if (i == 0)
     System.out.println("trimSource successful");
else
     System.out.println("trimSource unsuccessful");

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。

� 10: ソースの新しい長さです。
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writeToSource( )

形式形式形式形式
public int writeToSource(byte[ ] ctx[ ], int startpos, int numbytes, byte[ ] buffer)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDAudioオブジェクトのコメント・フィールドにデータを書き込
みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video
ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』の第 4章を参照してください。

startpos
コメント・フィールドの先頭位置

numbytes
書込みバイト数

buffer
書き込まれるコンテンツを含むバッファ

戻り値戻り値戻り値戻り値
書き込んだバイト数を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
byte[ ] data = new byte[20];
//20バイトのコンテンツを書き込みます。
int i = audObj.writeToSource(ctx,1,20,data);

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。
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� 1: 書込みが開始されるコメント・フィールドの位置です。

� 20: 書込みバイト数です。

� data: 書き込むコンテンツです。
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ORDImageリファレン
4

ORDImageリファレンス情報リファレンス情報リファレンス情報リファレンス情報

interMedia Java Classesでは、イメージ・データの格納および管理をサポートする、
ORDImageオブジェクト型について説明します。

ORDImageレベルで起動されたメソッドは、データベース・ソース・プラグインに渡されて
処理され、コンテキスト・パラメータに byte[ ] ctx[ ]を取ります。 クライアント・シ
ステムが、データベース・サーバーに接続している場合、パラメータ領域（参照例では 4000
バイトの領域）はクライアントによって作成されますが、コンテキスト・パラメータのコン
テンツはサーバーによって生成されます。 コンテキスト・パラメータは、コンテキスト情報
を処理するためにクライアントからサーバーに渡されます。

詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video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。

注意注意注意注意 : 現行のリリースでは、すべてのソース・プラグインでコンテキス
ト・パラメータを使用または生成するわけではありませんが、前述した方
法でパラメータを指定すると、アプリケーションは、現行または今後の
ソース・プラグインで動作します。
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前提条件
4.1 前提条件前提条件前提条件前提条件
interMediaメソッドを実行するために、次のインポート文を Javaファイルに組み込む必要
があります。

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

この章で示す例は、次の操作がすでに実行済であることを前提にしています。

� ORDImage型の列を含む表への接続が確立されている。

� ローカル ORDImageオブジェクトとして imgObjが作成され、データが移入されている。

接続の確立またはローカル・オブジェクトの移入の例については、項 2.2.2を参照してくだ
さい。

4.2 リファレンス情報リファレンス情報リファレンス情報リファレンス情報
この項では、ORDImageオブジェクトを操作するメソッドについて説明します。
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checkProperties( )

形式形式形式形式
public boolean checkProperties( )

説明説明説明説明
ローカル・オブジェクトのメディア・データに格納されたプロパティが、ローカル・オブ
ジェクトの属性と一貫性があるかどうかをチェックします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクト属性に格納された属性値がイメージ・データに格納されたプロパティと同じ場
合は TRUE、異なる場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
if(imgObj.checkProperties( ))
     System.out.println("checkProperties successful");
ORDImageリファレンス情報 4-3



clearLocal( )
clearLocal( )

形式形式形式形式
public void clearLocal( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトのソース・ローカル・フィールドを消去し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
imgObj.clearLocal( );
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copy( )

形式形式形式形式
public void copy(ORDImage dest)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトのソースから、イメージ・データを対象の
ORDImageオブジェクトにコピーします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

dest
データのコピー先の ORDImageオブジェクト

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
//imgObj2という名前のオブジェクトを作成し、コピーします。
imgObj.copy(imgObj2);

パラメータは次のとおりです。

� imgObj2: imgObjからイメージ・データを受け取る ORDImageオブジェクトです。
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deleteContent( )

形式形式形式形式
public void deleteContent( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトの BLOBにあるメディア・データを削除し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
audObj.deleteContent( );
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export( )

形式形式形式形式
public void export (byte[ ] ctx[ ], String sourceType, String sourceLocation, String 
sourceName)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトから、パラメータで指定されている位置に
データをエクスポートします。 位置は、次の形式で示されます。

sourceType://sourceLocation/sourceName

このメソッドは、Oracle8iデータベースのリリース 8.1.7以上で実行している場合のみ機能
します。

詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Videoユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』
の第 5章を参照してください。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを設定し
ます。

sourceType
コンテンツのエクスポート先のソース・タイプ。 FILEのみがネイティブにサポートされてい
ます。

sourceLocation
コンテンツのエクスポート先のデータベース・サーバー上での位置

sourceName
コンテンツのエクスポート先のソース名

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException
ORDImageリファレンス情報 4-7



export( )
例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
imgObj.export(ctx,"FILE","IMAGEDIR","image.gif");

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。

� FILE: コンテンツのエクスポート先のソース・タイプです。

� IMAGEDIR: コンテンツのエクスポート先のデータベース・サーバー上での位置です。

� image.gif: コンテンツのエクスポート先のファイルです。
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getBFILE( )

形式形式形式形式
public oracle.sql.BFILE getBFILE( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトの BFILE属性を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
BFILEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
BFILE imageBFILE = imgObj.getBFILE( );
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getCompressionFormat( )
getCompressionFormat( )

形式形式形式形式
public String getCompressionFormat( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトの圧縮タイプを、文字列として取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
圧縮タイプを、文字列として戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String compression = imgObj.getCompressionFormat( );
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getContent( )
getContent( )

形式形式形式形式
public oracle.sql.BLOB getContent( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトから LOBロケータを取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
アプリケーション・オブジェクトの LOBロケータを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
BLOB localContent = imgObj.getContent( );
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getContentFormat( )
getContentFormat( )

形式形式形式形式
public String getContentFormat( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトのコンテンツのフォーマットを、文字列と
して取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
コンテンツのフォーマットを文字列として戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String format = imgObj.getContentFormat( );
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getContentLength( )
getContentLength( )

形式形式形式形式
public int getContentLength( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクト内のメディア・データのコンテンツ長を取
得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
メディア・データのコンテンツ長をバイト単位で戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int length = imgObj.getContentLength( );
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getDataInByteArray( )
getDataInByteArray( )

形式形式形式形式
public byte[ ] getDataInByteArray( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトの LOBロケータからデータを取得し、ロー
カル・バイト配列に格納します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
データの読取り元からバイト配列を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

java.io.IOException

java.lang.OutOfMemoryError

例例例例
byte[ ] byteArr = imgObj.getDataInByteArray( );
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getDataInFile( )
getDataInFile( )

形式形式形式形式
public boolean getDataInFile(String filename)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトの LOBロケータからデータを取得し、ロー
カル・ファイルに格納します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

filename
データのロード先のファイル

戻り値戻り値戻り値戻り値
ロードが成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

java.io.IOException

例例例例
boolean load = imgObj.getDataInFile("output1.dat");
if(load)
     System.out.println("getDataInFile completed successfully");
else
     System.out.println("Error in getDataInFile");

パラメータは次のとおりです。

� output1.dat: データのロード先のファイルです。
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getDataInStream( )
getDataInStream( )

形式形式形式形式
public InputStream getDataInStream( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトの LOBロケータからデータを取得し、ロー
カル入力ストリームに格納します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
データの読取り元から入力ストリームを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
InputStream inpStream = imgObj.getDataInStream( );
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getFormat( )
getFormat( )

形式形式形式形式
public String getFormat( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトのフォーマットを、文字列として取得しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトのフォーマットを文字列として戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String format = imgObj.getFormat( );
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getHeight( )
getHeight( )

形式形式形式形式
public int getHeight( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトの高さを取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDImageの高さをピクセル単位で戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int height = imgObj.getHeight( );
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getMimeType( )
getMimeType( )

形式形式形式形式
public String getMimeType( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトのMIMEタイプを、文字列として取得しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDImageオブジェクトのMIMEタイプを文字列として戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String mime = imgObj.getMimeType( );
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getSource( )
getSource( )

形式形式形式形式
public String getSource( )

説明説明説明説明
ソースの位置、名前およびタイプを含む、アプリケーション内の ORDImageオブジェクト
のオブジェクト・ソース情報を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクト・ソース情報を含む文字列を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String sourceName = imgObj.getSource( );
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getSourceLocation( )
getSourceLocation( )

形式形式形式形式
public String getSourceLocation( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトのソースの位置を、文字列として取得しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトのソース位置を含む文字列を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String location = imgObj.getSourceLocation( );
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getSourceName( )
getSourceName( )

形式形式形式形式
public String getSourceName( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトのソース名を、文字列として取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトのソースの名前を含む文字列を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String name = imgObj.getSourceName( );
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getSourceType( )
getSourceType( )

形式形式形式形式
public String getSourceType( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトのソース・タイプを、文字列として取得し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトのソース・タイプを含む文字列を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String type = imgObj.getSourceType( );
ORDImageリファレンス情報 4-23



getUpdateTime( )
getUpdateTime( )

形式形式形式形式
public java.sql.Timestamp getUpdateTime( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトが最後に更新されたときの情報を含む、
Timestampオブジェクトを取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
最新の更新時刻を含む Timestampオブジェクトを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
Timestamp time = imgObj.getUpdateTime( );
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getWidth( )
getWidth( )

形式形式形式形式
public int getWidth( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトの幅を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDImageの幅をピクセル単位で戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int width = imgObj.getWidth( );
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importData( )
importData( )

形式形式形式形式
public void importData(byte[ ] ctx[ ])

説明説明説明説明
外部ソースからアプリケーション内の ORDImageオブジェクトにデータをインポートしま
す。

このメソッドが動作するには、srcType、srcLocationおよび srcName属性が、すべて定義さ
れている必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを設定し
ます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
imgObj.importData(ctx)

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。
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importFrom( )
importFrom( )

形式形式形式形式
public void importFrom(byte[ ] ctx[ ], String sourceType, String sourceLocation, 
String sourceName)

説明説明説明説明
外部ソースからアプリケーション内の ORDImageオブジェクトにデータをインポートしま
す。 外部ソースの位置は、次の形式で示されます。

sourceType://sourceLocation/sourceName

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video
ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』の第 5章を参照してください。

sourceType
データのインポート元のソース・タイプ

sourceLocation
データのインポート元のソースの位置

sourceName
データのインポート元のソース名

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
imgObj.importFrom(ctx,"FILE","IMAGEDIR","testimg.dat");

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。
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importFrom( )
� FILE: データのインポート元のソース・タイプです。

� IMAGEDIR: データのインポート元のファイルの位置です。

� testimg.dat: データのインポート元のファイルです。
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isLocal( )
isLocal( )

形式形式形式形式
public boolean isLocal( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトのローカル属性が設定されているかどうか
をチェックします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDImageオブジェクトのローカル属性が設定されている場合は TRUE、設定されていない
場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
if(imgObj.isLocal( ))
     System.out.println("local attribute is true");
else
     System.out.println("local attribute is false");
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loadDataFromByteArray( )
loadDataFromByteArray( )

形式形式形式形式
public boolean loadDataFromByteArray(byte[ ] byteArr)

説明説明説明説明
ローカル・バイト・バッファから、データベース内の ORDImageオブジェクトの LOBロ
ケータおよびアプリケーション・オブジェクトにデータをロードします。 また、setLocal( )
および setUpdateTime(null)をコールします。setLocal( )では、アプリケーション内の
ORDImageオブジェクトにローカル・フィールドを設定します。データベース・オブジェク
トには設定されません。setUpdateTime(null)では、データベース・サーバーの SYSDATE
を updateTime属性に設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

byteArr
データのロード元のローカル・バイト配列の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
ロードが成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

java.io.IOException

例例例例
byte[ ] data = new byte[32300];
FileInputStream fStream = new FileInputStream("testimg.dat");
fStream.read(data,0,32300);
boolean success = imgObj.loadDataFromByteArray(data);
if(success)
     System.out.println("loadDataFromByteArray was successful");
else
     System.out.println("loadDataFromByteArray was unsuccessful");

パラメータは次のとおりです。

� data: データのロード元のローカル・バイト配列です。

� testimg.dat: 32300バイトのデータを含むローカル・ファイルです。
4-30 Oracle8i interMedia Audio,Image,Video Java Classesユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



loadDataFromFile( )
loadDataFromFile( )

形式形式形式形式
public boolean loadDataFromFile(String filename)

説明説明説明説明
ローカル・ファイルからデータベース内の ORDAudioオブジェクトの LOBロケータおよび
アプリケーション・オブジェクトにデータをロードします。 また、setLocal( )および
setUpdateTime(null)をコールします。setLocal( )では、アプリケーション内の ORDImage
オブジェクトにローカル・フィールドを設定します。データベース・オブジェクトには設定
されません。setUpdateTime(null)では、データベース・サーバーの SYSDATEを
updateTime属性に設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

filename
データのロード元のローカル・ファイルの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
ロードが成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

java.io.IOException

例例例例
imgObj.loadDataFromFile("testimg.dat");

パラメータは次のとおりです。

� testimg.dat: イメージ・データを含むローカル・ファイルです。
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loadDataFromInputStream( )
loadDataFromInputStream( )

形式形式形式形式
public boolean loadDataFromInputStream(InputStream inpStream)

説明説明説明説明
ローカル入力ストリームからデータベース内の ORDImageオブジェクトの LOBロケータお
よびアプリケーション・オブジェクトにデータをロードします。 また、setLocal( )および
setUpdateTime(null)をコールします。setLocal( )では、アプリケーション内の ORDImage
オブジェクトにローカル・フィールドを設定します。データベース・オブジェクトには設定
されません。setUpdateTime(null)では、データベース・サーバーの SYSDATEを
updateTime属性に設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

inpStream
データのロード元のローカル入力ストリームの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
ロードが成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

java.io.IOException

例例例例
FileInputStream fStream = new FileInputStream("testimg.dat");
imgObj.loadDataFromInputStream(fStream);

パラメータは次のとおりです。

� testimg.dat: イメージ・データを含むローカル・ファイルです。

� fStream: イメージ・データを ORDImageオブジェクトにロードするローカル入力スト
リームです。
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OrdImage( )
OrdImage( )

形式形式形式形式
public OrdImage( )

説明説明説明説明
ORDImageオブジェクトを作成します。

このメソッドは、デフォルトの ORDImageコンストラクタです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
なし

例例例例
なし
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process( )
process( )

形式形式形式形式
public void process(String command)

説明説明説明説明
指定されたコマンドをアプリケーション内の ORDImageオブジェクトに対し実行します。

処理が可能なコマンドの情報については、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video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。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

command
実行されるコマンド

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
imgObj.process("fileFormat=JFIF");

パラメータは次のとおりです。

� fileFormat=JFIF: 実行されるコマンドです。
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processCopy( )
processCopy( )

形式形式形式形式
public void processCopy(String command, ORDImage dest)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトからイメージ・データを対象の ORDImage
オブジェクトにコピーし、コピーしたイメージ・データを指定されたコマンドに応じて変更
します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

command
実行されるコマンド

dest
コマンドの結果を受け取るオブジェクト

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
//imgObj2という名前のORDImageオブジェクトを作成し、コピーします。
imgObj.processCopy("maxScale=32 32, fileFormat= GIFF", imgObj2);

パラメータは次のとおりです。

� maxScale=32 32, fileFormat= GIFF: 実行されるコマンドです。

� imgObj2: コマンドの結果を受け取るオブジェクトです。
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setCompressionFormat( )
setCompressionFormat( )

形式形式形式形式
public void setCompressionFormat(String CompressionFormat)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトの圧縮タイプを設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

CompressionFormat
設定する圧縮タイプ

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
なし
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getContentFormat( )
getContentFormat( )

形式形式形式形式
public void setContentFormat(String ContentFormat)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトのコンテンツのフォーマットを設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用していない場合
のみ、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ContentFormat
設定するコンテンツのフォーマット

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
なし
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setContentLength( )
setContentLength( )

形式形式形式形式
public void setContentLength(int newContentLength)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクト内のメディア・データのコンテンツ長を設
定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

newContentLength
設定する新規のコンテンツ長（バイト単位）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
なし
4-38 Oracle8i interMedia Audio,Image,Video Java Classesユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



setFormat( )
setFormat( )

形式形式形式形式
public void setFormat(String Format)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトのフォーマットを設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

format
ORDImageオブジェクトのコンテンツのフォーマット（文字列）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
なし
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setHeight( )
setHeight( )

形式形式形式形式
public void setHeight(int newHeight)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトの高さを設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

newHeight
設定する新規の高さ（ピクセル単位）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
imgObj.setHeight(24);

パラメータは次のとおりです。

� 24: 設定する長さ（ピクセル単位）です。
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setLocal( )
setLocal( )

形式形式形式形式
public void setLocal( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトのソース・ローカル・フィールドを設定し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
imgObj.setLocal( );
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setMimeType( )
setMimeType( )

形式形式形式形式
public void setMimeType(String MimeType)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトのMIMEタイプを設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

MimeType
ORDImageオブジェクトのコンテンツのMIMEタイプ（文字列）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
imgObj.setMimeType("image/bmp");

パラメータは次のとおりです。

� image/bmp: 設定するMIMEタイプです。
4-42 Oracle8i interMedia Audio,Image,Video Java Classesユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



setSource( )
setSource( )

形式形式形式形式
public void setSource(String sourceType, String sourceLocation, String sourceName)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトのソース情報を設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

sourceType
ソース・タイプ

sourceLocation
ソースの位置

sourceName
ソースの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
imgObj.setSource("FILE","IMAGEDIR","jdoe.gif");

パラメータは次のとおりです。

� FILE: ソース・タイプです。

� IMAGEDIR: ソースの位置です。

� jdoe.gif: ソースの名前です。
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setProperties( )
setProperties( )

形式形式形式形式
public void setProperties( )

説明説明説明説明
イメージ・データを読み取り、コンテンツ・データのヘッダーに格納されている値に応じて
属性を抽出します。さらに、抽出したプロパティをアプリケーション内の ORDImageオブ
ジェクトの属性に設定します。

設定するプロパティは、高さ、幅、ディスク上のイメージ・データのサイズ、ファイル・タ
イプ、イメージ・タイプ、圧縮タイプおよびMIMEタイプを含みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
imgObj.setProperties( );
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setProperties(String)
setProperties(String)

形式形式形式形式
public void setProperties(String command)

説明説明説明説明
指定された文字列に格納されている値に応じてアプリケーション内の ORDImageオブジェ
クトの属性を設定します。 このメソッドは、外部イメージ・ファイルに使用されます。 外部
イメージ・ファイルおよび設定できるプロパティの詳細は、『Oracle8i interMedia 
Audio,Image,Video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。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

command
設定するオブジェクト属性値

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String properties = "width=123 height=321 compressionformat=NONE 
     userString=DJM dataOffset=128 scanlineOrder=INVERSE 
     pixelOrder=REVERSE interleaving=BIL numberOfBands=1 
     defaultChannelSelection=1";
imgObj.setProperties(properties);

パラメータは次のとおりです。

� properties: 設定するプロパティを含む文字列です。
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setUpdateTime( )
setUpdateTime( )

形式形式形式形式
public void setUpdateTime(java.sql.Timestamp currentTime)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトの更新時刻を現在の時刻に設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

currentTime
ORDImageオブジェクトに設定する現在の時刻。 この値は NULLに設定してください。そう
すると、このメソッドはデータベース・サーバーの SYSDATEを使用します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
imgObj.setUpdateTime(null);
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setWidth( )
setWidth( )

形式形式形式形式
public void setWidth(int newWidth)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDImageオブジェクトの幅を設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

newWidth
設定する幅（ピクセル単位）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
imgObj.setWidth(24);

パラメータは次のとおりです。

� 24: 設定する幅（ピクセル単位）です。
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setWidth( )
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ORDVideoリファレン
5

ORDVideoリファレンス情報リファレンス情報リファレンス情報リファレンス情報

interMedia Java Classesでは、ビデオ・データの格納および管理をサポートする、
ORDVideoオブジェクト型について説明します。

ORDVideoレベルで起動されたメソッドは、データベース・ソース・プラグインまたはデー
タベース・フォーマット・プラグインに渡されて処理され、コンテキスト・パラメータに
byte[ ] ctx[ ]を取ります。 クライアント・システムが、データベース・サーバーに接
続している場合、パラメータ領域（参照例では 4000バイトの領域）はクライアントによっ
て作成されますが、コンテキスト・パラメータのコンテンツはサーバーによって生成されま
す。 コンテキスト・パラメータは、コンテキスト情報を処理するためにクライアントから
サーバーに渡されます。

詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video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。

注意注意注意注意 : 現行のリリースでは、すべてのソース・プラグインまたはフォー
マット・プラグインでコンテキスト・パラメータを使用または生成するわ
けではありませんが、前述した方法でパラメータを指定すると、アプリ
ケーションは、現行または今後のソース・プラグインで動作します。
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前提条件
5.1 前提条件前提条件前提条件前提条件
interMediaメソッドを実行するために、次のインポート文を Javaファイルに組み込む必要
があります。

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

この章で示す例は、次の操作がすでに実行済であることを前提にしています。

� ORDVideo型の列を含む表への接続が確立されている。

� ローカル ORDVideoオブジェクトとして vidObjが作成され、データが移入されている。

接続を確立するまたはローカル・オブジェクトを移入する例については、項 2.3.2を参照し
てください。

5.2 リファレンス情報リファレンス情報リファレンス情報リファレンス情報
この項では、ORDVideoオブジェクトを操作するメソッドについて説明します。
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checkProperties( )
checkProperties( )

形式形式形式形式
public boolean checkProperties(byte[ ] ctx[ ])

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのオブジェクト属性に格納されたプロパ
ティが、アプリケーション内の BLOBデータに格納された値と一貫性があるかどうかを
チェックします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
フォーマット・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを
設定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクト属性に格納された属性値が BLOBデータに格納されたプロパティと同じ場合は
TRUE、異なる場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
if(vidObj.checkProperties(ctx))
     System.out.println("checkProperties successful");

パラメータは次のとおりです。

� ctx: フォーマット・プラグインのコンテキスト情報です。
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clearLocal( )
clearLocal( )

形式形式形式形式
public void clearLocal( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのソース・ローカル・フィールドを消去し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.clearLocal( );
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closeSource( )
closeSource( )

形式形式形式形式
public int closeSource(byte[ ] ctx[ ])

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのファイル・ソースをクローズします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを設定し
ます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
操作が成功した場合は 0、失敗した場合は 0より大きい整数を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
int i = vidObj.closeSource(ctx);
if(i == 0)
     System.out.println("closeSource successful");

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。
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deleteContent( )
deleteContent( )

形式形式形式形式
public void deleteContent( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのメディア・データを削除します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.deleteContent( );
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export( )
export( )

形式形式形式形式
public void export (byte[ ] ctx[ ], String sourceType, String sourceLocation, String 
sourceName)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトから、パラメータで指定されている位置に
データをエクスポートします。 位置は、次の形式で示されます。

sourceType://sourceLocation/sourceName

このメソッドは、Oracle8iデータベース・サーバーのリリース 8.1.7以上で実行している場
合のみ機能します。

詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Videoユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』
の第 6章を参照してください。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを設定し
ます。

sourceType
コンテンツのエクスポート先のソース・タイプ

sourceLocation
コンテンツのエクスポート先のソースの位置

sourceName
コンテンツのエクスポート先のソース名

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException
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export( )
例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
vidObj.export(ctx,"FILE","VIDEODIR","complete.dat");

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。

� FILE: コンテンツのエクスポート先のソース・タイプです。

� VIDEODIR: コンテンツのエクスポート先の位置です。

� complete.dat: コンテンツのエクスポート先のファイルです。
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getAllAttributes( )
getAllAttributes( )

形式形式形式形式
public CLOB getAllAttributes(byte[ ] ctx[ ])

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトからすべての属性値を取得し、CLOBに格
納します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
フォーマット・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを
設定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDVideoオブジェクトの属性値を含む CLOBを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
CLOB attributes = vidObj.getAllAttributes(ctx);

パラメータは次のとおりです。

� ctx: フォーマット・プラグインのコンテキスト情報です。
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getAttribute( )
getAttribute( )

形式形式形式形式
public String getAttribute(byte[ ] ctx[ ], String name)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトから指定された属性の値を、文字列として
取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
フォーマット・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを
設定します。

name
取得する属性の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
指定された属性の値を、文字列として戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
String attribute = vidObj.getAttribute(ctx, video_duration);

パラメータは次のとおりです。

� ctx: フォーマット・プラグインのコンテキスト情報です。

� video_duration: 取得する属性です。
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getBFILE( )
getBFILE( )

形式形式形式形式
public oracle.sql.BFILE getBFILE( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトの BFILE属性を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
BFILEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
BFILE videoBFILE = vidObj.getBFILE( );
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getBitRate( )
getBitRate( )

形式形式形式形式
public int getBitRate( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのビット・レート（1秒あたりのビット数）
を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDVideoオブジェクトのビット・レートを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int bitRate = vidObj.getBitRate( );
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getComments( )
getComments( )

形式形式形式形式
public oracle.sql.CLOB getComments( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトからコメントを取得し、CLOBに格納しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDVideoオブジェクトのコメントを含む CLOBを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
CLOB comments = vidObj.getComments( );
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getCompressionType( )
getCompressionType( )

形式形式形式形式
public String getCompressionType( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトの圧縮タイプを、文字列として取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDVideoオブジェクトの圧縮タイプを、文字列として戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String compressionType = vidObj.getCompressionType( );
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getContent( )
getContent( )

形式形式形式形式
public oracle.sql.BLOB getContent( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトから LOBロケータを取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
アプリケーション・オブジェクトの LOBロケータを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
BLOB localContent = vidObj.getContent( );
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getContentInLob( )
getContentInLob( )

形式形式形式形式
public BLOB getContentInLob(byte[ ] ctx[ ], String mimetype[ ], String format[ ])

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのコンテンツを取得し、BLOBに格納しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを設定し
ます。

mimetype[ ]
戻されるコンテンツのMIMEタイプ。mimetype[0]に指定します。

format[ ]
戻されるコンテンツのフォーマット。format[0]に指定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
別の LOBロケータの LOBコンテンツを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
String mimeType[ ] = new String[1];
mimeType[0] = "audio/x-aiff"
String format[ ] = new String[1];
format[0] = "AIFF"
BLOB localContent = vidObj.getContentInLob(ctx,mimeType,format);

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。

� mimeType: 最初の値にMIMEタイプを含む文字列の配列です。

� format: 最初の値にフォーマットを含む文字列の配列です。
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getContentLength( )
getContentLength( )

形式形式形式形式
public int getContentLength( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクト内のメディア・データのコンテンツ長を取
得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
メディア・データのコンテンツ長を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int contentLength = vidObj.getContentLength( );
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getContentLength(byte[ ])
getContentLength(byte[ ])

形式形式形式形式
public int getContentLength(byte[ ] ctx[ ])

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクト内のメディア・データのコンテンツ長を取
得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを設定し
ます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
メディア・データのコンテンツ長を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
int contentLength = vidObj.getContentLength(ctx);

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。
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getDataInByteArray( )
getDataInByteArray( )

形式形式形式形式
public byte[ ] getDataInByteArray( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトの LOBロケータからデータを取得し、ロー
カル・バイト配列に格納します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
データの読取り元からバイト配列を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

java.io.IOException

java.lang.OutOfMemoryError

例例例例
byte[ ] byteArr = vidObj.getDataInByteArray( );
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getDataInFile( )
getDataInFile( )

形式形式形式形式
public boolean getDataInFile(String filename)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトの LOBロケータからデータを取得し、ロー
カル・ファイルに格納します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

filename
データのロード先のファイル名

戻り値戻り値戻り値戻り値
ロードが成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

java.io.IOException

例例例例
boolean load = vidObj.getDataInFile("output1.dat");
if(load)
     System.out.println("getDataInFile completed successfully");
else
     System.out.println("Error in getDataInFile");

パラメータは次のとおりです。

� output1.dat: データのロード先のファイルです。
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getDataInStream( )
getDataInStream( )

形式形式形式形式
public InputStream getDataInStream( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトの LOBロケータからデータを取得し、ロー
カル入力ストリームに格納します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
データの読取り元から入力ストリームを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
InputStream inpStream = vidObj.getDataInStream( );
ORDVideoリファレンス情報 5-21



getDescription( )
getDescription( )

形式形式形式形式
public String getDescription( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトの Descriptionの値を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトの Descriptionの値を文字列として戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String description = vidObj.getDescription( );
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getFormat( )
getFormat( )

形式形式形式形式
public String getFormat( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのフォーマットを、文字列として取得しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトのフォーマットを文字列として戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String format = vidObj.getFormat( );
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getFrameRate( )
getFrameRate( )

形式形式形式形式
public int getFrameRate( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのフレーム・レート（1秒あたりのフレーム
数）を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDVideoオブジェクトのフレーム・レートを整数で戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int frameRate = vidObj.getFrameRate( );
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getFrameResolution( )
getFrameResolution( )

形式形式形式形式
public int getFrameResolution( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのフレームの解像度（1インチあたりのピク
セル数）を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDVideoオブジェクトのフレームの解像度を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int frameResolution = vidObj.getFrameResolution( );
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getHeight( )
getHeight( )

形式形式形式形式
public int getHeight( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトの高さを取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDVideoオブジェクトの高さを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int height = vidObj.getHeight( );
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getMimeType( )
getMimeType( )

形式形式形式形式
public String getMimeType( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのMIMEタイプを、文字列として取得しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDVideoオブジェクトのMIMEタイプを、文字列で戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String mimeType = vidObj.gtMimeType( );
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getNumberOfColors( )
getNumberOfColors( )

形式形式形式形式
public int getNumberOfColors( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトの色数を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDVideoオブジェクトの色数を整数で戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int numberOfColors = vidObj.getNumberOfColors( );
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getNumberOfFrames( )
getNumberOfFrames( )

形式形式形式形式
public int getNumberOfFrames( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのフレーム数を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDVideoオブジェクトのフレーム数を整数で戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int numberOfFrames = vidObj.getNumberOfFrames( );
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getSource( )
getSource( )

形式形式形式形式
public String getSource( )

説明説明説明説明
ソースの位置、名前およびタイプを含む、アプリケーション内の ORDVideoオブジェクト
のオブジェクト・ソース情報を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクト・ソース情報を含む文字列を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String source = viObj.getSource( );
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getSourceLocation( )
getSourceLocation( )

形式形式形式形式
public String getSourceLocation( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのソースの位置を、文字列として取得しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトのソース位置を含む文字列を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String location = vidObj.getSourceLocation( );
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getSourceName( )
getSourceName( )

形式形式形式形式
public String getSourceName( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのソース名を、文字列として取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトのソース名を含む文字列を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String name = vidObj.getSourceName( );
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getSourceType( )
getSourceType( )

形式形式形式形式
public String getSourceType( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのソース・タイプを、文字列として取得し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
オブジェクトのソース・タイプを含む文字列を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
String type = vidObj.getSourceType( );
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getUpdateTime( )
getUpdateTime( )

形式形式形式形式
public java.sql.Timestamp getUpdateTime( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトが最後に更新されたときの情報を含む、
Timestampオブジェクトを取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
最新の更新時刻を含む Timestampオブジェクトを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
Timestamp time = audObj.getUpdateTime( );
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getVideoDuration( )
getVideoDuration( )

形式形式形式形式
public int getVideoDuration( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのビデオ再生時間を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDVideoオブジェクトのビデオ再生時間を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int videoDuration = vidObj.getVideoDuration( );
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getWidth( )
getWidth( )

形式形式形式形式
public int getWidth( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトの幅を取得します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDVideoオブジェクトの幅を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
int width = vidObj.getWidth( );
5-36 Oracle8i interMedia Audio,Image,Video Java Classesユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



importData( )
importData( )

形式形式形式形式
public void importData(byte[ ] ctx[ ])

説明説明説明説明
外部ソースからアプリケーション内の ORDVideoオブジェクトにデータをインポートしま
す。

このメソッドが動作するには、srcType、srcLocationおよび srcName属性が、すべて定義さ
れている必要があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを設定し
ます。

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
vidObj.importData(ctx);

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。
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importFrom( )
importFrom( )

形式形式形式形式
public void importFrom(byte[ ] ctx[ ], String sourceType, String sourceLocation, 
String sourceName)

説明説明説明説明
外部ソースからアプリケーション内の ORDVideoオブジェクトにデータをインポートしま
す。 外部ソースの位置は、次の形式で示されます。

sourceType://sourceLocation/sourceName

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video
ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』の第 6章を参照してください。

sourceType
データのインポート元のソース・タイプ

sourceLocation
データのインポート元のソースの位置

sourceName
データのインポート元のソース名

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
vidObj.importFrom(ctx,"FILE","VIDEODIR","testvid.dat");
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importFrom( )
パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。

� FILE: データのインポート元のソース・タイプです。

� VIDEODIR: データのインポート元のファイルの位置です。

� testvid.dat: データのインポート元のファイルです。
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isLocal( )
isLocal( )

形式形式形式形式
public boolean isLocal( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのローカル属性が設定されているかどうか
をチェックします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
ORDVideoオブジェクトのローカル属性が設定されている場合は TRUE、設定されていない
場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
if(vidObj.isLocal( ))
     System.out.println("local attribute is set to true");
else
     System.out.println("lcoal attribute is set to false");
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loadDataFromByteArray( )
loadDataFromByteArray( )

形式形式形式形式
public boolean loadDataFromByteArray(byte[ ] byteArr)

説明説明説明説明
ローカル・バイト・バッファから、データベース内の ORDVideoオブジェクトの LOBロ
ケータおよびアプリケーション・オブジェクトにデータをロードします。 また、setLocal( )
および setUpdateTime(null)をコールします。setLocal( )では、アプリケーション内の
ORDVideoオブジェクトにローカル・フィールドを設定します。データベース・オブジェク
トには設定されません。setUpdateTime(null)では、データベース・サーバーの SYSDATE
を updateTime属性に設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

byteArr
データのロード元のローカル・バイト配列の名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
ロードが成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

java.io.IOException

例例例例
byte[ ] data = new byte[32000];
FileInputStream fStream = new FileInputStream("testvid.dat");
fStream.read(data,0,32300);
boolean success = vidObj.loadDataFromByteArray(data);
if(success)
     System.out.println("loadDataFromByteArray was successful");
else
     System.out.println("loadDataFromByteArray was unsuccessful");

パラメータは次のとおりです。

� data: データのロード元のローカル・バイト配列です。

� testvid.dat: 32300バイトのデータを含むローカル・ファイルです。
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loadDataFromFile( )
loadDataFromFile( )

形式形式形式形式
public boolean loadDataFromFile(String filename)

説明説明説明説明
ローカル・ファイル・バッファから、データベース内の ORDVideoオブジェクトの LOBロ
ケータおよびアプリケーション・オブジェクトにデータをロードします。 また、setLocal( )
および setUpdateTime(null)をコールします。setLocal( )では、アプリケーション内の
ORDVideoオブジェクトにローカル・フィールドを設定します。データベース・オブジェク
トには設定されません。setUpdateTime(null)では、データベース・サーバーの SYSDATE
を updateTime属性に設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

filename
データのロード元のローカル・ファイルの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
ロードが成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

java.io.IOException

例例例例
vidObj.loadDataFromFile("testvid.dat");

パラメータは次のとおりです。

� testvid.dat: ビデオ・データを含むローカル・ファイル
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loadDataFromInputStream( )
loadDataFromInputStream( )

形式形式形式形式
public boolean loadDataFromInputStream(InputStream inpStream)

説明説明説明説明
ローカル入力ストリームからデータベース内の ORDVideoオブジェクトの LOBロケータお
よびアプリケーション・オブジェクトにデータをロードします。 また、setLocal( )および
setUpdateTime(null)をコールします。setLocal( )では、アプリケーション内の ORDVideo
オブジェクトにローカル・フィールドを設定します。データベース・オブジェクトには設定
されません。setUpdateTime(null)では、データベース・サーバーの SYSDATEを
updateTime属性に設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

inpStream
データのロード元のローカル入力ストリームの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
ロードが成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSEを戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

java.io.IOException

例例例例
FileInputStream fStream = new FileInputStream("testvid.dat");
vidObj.loadDataFromInputStream(fStream);

パラメータは次のとおりです。

� testvid.dat: ビデオ・データを含むローカル・ファイルです。

� fStream: ビデオ・データを ORDVideoオブジェクトにロードするローカル入力ストリー
ムです。
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openSource( )

形式形式形式形式
public int openSource(byte[ ] userarg, byte[ ] ctx[ ])

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのファイル・ソースをオープンします。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

userarg
ユーザーによって提供される権限関連のパラメータ（READONLYなど）。 ユーザー定義の
ソース・プラグインで使用できます。

ctx[ ]
コール側のコンテキスト情報を受け渡すパラメータ。 詳細は、『Oracle8i interMedia 
Audio,Image,Videoユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』の第 6章を参照してくださ
い。

戻り値戻り値戻り値戻り値
操作が成功した場合は 0、失敗した場合は 0より大きい整数を戻します。

例外例外例外例外
java.lang.Exception

例例例例
byte[ ] userarg = new byte[4000];
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
int i = audObj.openSource(userarg,ctx);
if(i == 0)
     System.out.println("openSource successful");
else
     System.out.println("openSource unsuccessful");

パラメータは次のとおりです。

� userarg: 権限関連のパラメータです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。
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OrdVideo( )

形式形式形式形式
public OrdVideo( )

説明説明説明説明
ORDVideoオブジェクトを作成します。

このメソッドは、デフォルトの ORDVideoコンストラクタです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
なし

例例例例
なし
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processSourceCommand( )
processSourceCommand( )

形式形式形式形式
public byte[ ] processSourceCommand(byte[ ] ctx[ ], String command, String args, 
byte[ ] result[ ])

説明説明説明説明
データベース processSourceCommand( )メソッドをコールすると、アプリケーション内の
ORDVideoオブジェクトに対し、指定されたコマンドを処理します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video
ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』の第 6章を参照してください。

command
実行されるコマンド

args
実行されるコマンドの引数

result[ ]
コマンドの結果

戻り値戻り値戻り値戻り値
コマンドの実行結果を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
String command;
String arguments;
byte[ ] result;
//commandには、コマンドの値を指定します。
//argsには、引数を指定します。
byte[ ] commandResults = vidObj.processSourceCommand(ctx,command,
     arguments,result);
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processSourceCommand( )
パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。

� command: 実行されるコマンドです。

� arguments: コマンドに必要なすべての引数です。

� result: コマンドの結果です。
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processVideoCommand( )
processVideoCommand( )

形式形式形式形式
public byte[ ] processVideoCommand(byte[ ] ctx[ ], String command, String args, 
byte[ ] result[ ])

説明説明説明説明
データベース processVideoCommand( )メソッドをコールすると、アプリケーション内の
ORDVideoオブジェクトに対し、指定されたコマンドを処理します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
フォーマット・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを
設定します。

command
実行されるコマンド

args
実行されるコマンドの引数

result[ ]
コマンドの結果

戻り値戻り値戻り値戻り値
コマンドの実行結果を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1]
String command;
String arguments;
byte[ ] result;
//commandには、コマンドの値を指定します。
//argsには、引数を指定します。
byte[ ] commandResults = vidObj.processVideoCommand(ctx,command,
     arguments,result);
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processVideoCommand( )
パラメータは次のとおりです。

� ctx: フォーマット・プラグインのコンテキスト情報です。

� command: 実行されるコマンドです。

� arguments: コマンドに必要なすべての引数です。

� result: コマンドの結果です。
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readFromSource( )
readFromSource( )

形式形式形式形式
public int readFromSource(byte[ ] ctx[ ], int startpos, int numbytes, byte[ ] 
buffer)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのコメント・フィールドからデータを読み
取ります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video
ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』の第 6章を参照してください。

startpos
コメント・フィールドの先頭位置

numbytes
読取りバイト数

buffer
コンテンツの読取り先バッファ

戻り値戻り値戻り値戻り値
読取りバイト数を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
byte[ ] commentBuffer = new byte[12];
int i = vidObj.readFromSource(ctx,0,12,commentBuffer);
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readFromSource( )
パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。

� 0: コメント・フィールドからの読取りを開始する位置です。

� 12: 読取りバイト数です。

� commentBuffer: データの読取り先の位置です。
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setBitRate( )

形式形式形式形式
public void setBitRate(int bitRate)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのビット・レートを設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

bitRate
ORDVideoオブジェクトに設定するビット・レート（1秒あたりのビット数）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setBitRate(1500);

パラメータは次のとおりです。

� 1500: ビット・レート（1秒あたりのビット数）です。
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setComments( )

形式形式形式形式
public void setComments(oracle.sql.CLOB comments)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトにコメントを設定します。

interMediaによって、使用するコメント属性が予約されます。 任意の値を設定できますが、
interMedia Annotatorによって上書きされる場合があります。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

comments
ORDVideoオブジェクト用のコメントを含む CLOB

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setComments(commentsData);

パラメータは次のとおりです。

� commentsData: 設定するコメントを含む CLOBです。
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setCompressionType( )
setCompressionType( )

形式形式形式形式
public void setCompressionType(String CompressionType)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトの圧縮タイプを設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

CompressionType
ORDVideoオブジェクトの圧縮タイプ（文字列）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setCompressionType("Cinepak");

パラメータは次のとおりです。

� Cinepak: 設定する圧縮タイプです。
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setDescription( )

形式形式形式形式
public void setDescription(String description)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトの Descriptionの値を設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

description
ORDVideoオブジェクトのコンテンツを説明する文字列

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setDescription("My video file");

パラメータは次のとおりです。

� My video file: オブジェクトに設定する説明です。
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setFrameRate( )

形式形式形式形式
public void setFrameRate(int frameRate)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのフレーム・レートを設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

frameRate
ORDVideoオブジェクトに設定するフレーム・レート（1秒あたりのフレーム数）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setFrameRate(5);

パラメータは次のとおりです。

� 5: フレーム・レート（1秒あたりのフレーム）です。
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setFrameResolution( )
setFrameResolution( )

形式形式形式形式
public void setFrameResolution(int frameResolution)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのフレームの解像度を設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

frameResolution
ORDVideoオブジェクトに設定するフレームの解像度

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setFrameResolution(4);

パラメータは次のとおりです。

� 4: フレームの解像度です。
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setFormat( )

形式形式形式形式
public void setFormat(String format)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのフォーマットを設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

format
ORDVideoオブジェクトのコンテンツのフォーマット（文字列）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setFormat("MOOV");

パラメータは次のとおりです。

� MOOV: 設定するフォーマットです。
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setHeight( )

形式形式形式形式
public void setHeight(int height)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトの高さを設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

height
ORDVideoオブジェクトの高さ（ピクセル単位）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setHeight(24);

パラメータは次のとおりです。

� 24: 高さ（ピクセル単位）です。
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setKnownAttributes( )

形式形式形式形式
public void setKnownAttributes(String knownformat, String knownwidth,
                               String knownheight, int knownframeresolution,
                               int knownframerate, int knownvideoduration,
                               int knownnumberofframes, String knowncompressiontype,
                               int knownnumberofcolors, int knownbitrate

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトの既知の属性を設定します。

setProperties( )は、自動的にこれらの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合
のみ、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

knownformat
ビデオ・データのフォーマット

knownwidth
ビデオの幅

knownheight
ビデオの高さ

knownframeresolution
フレームの解像度

knownframerate
フレーム・レート

knownvideoduration
ビデオ再生時間

knownnumberofframes
フレーム数

knowncompressiontype
圧縮タイプ
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setKnownAttributes( )
knownnumberofcolors
色数

knownbitrate
ビット・レート

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setKnownAttributes("MOOV",1,2,4,5,20,8,"Cinepak",256,1500);

パラメータは次のとおりです。

� MOOV: データ・フォーマットです。

� 1: 幅（ピクセル単位）です。

� 2: 高さ（ピクセル単位）です。

� 4: フレームの解像度です。

� 5: フレーム・レート（1秒あたりのフレーム数）です。

� 20: ビデオ再生時間です。

� 8: フレーム数です。

� Cinepak: 圧縮タイプです。

� 256: 色数です。

� 1500: ビット・レート（1秒あたりのビット数）です。
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setLocal( )

形式形式形式形式
public void setLocal( )

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのソース・ローカル・フィールドを設定し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ
なし

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setLocal( );
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setMimeType( )

形式形式形式形式
public void setMimeType(String MimeType)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのMIMEタイプを設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

MimeType
ORDVideoオブジェクトのコンテンツのMIMEタイプ（文字列）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setMimeType("video/avi");

パラメータは次のとおりです。

� video/avi: 設定するMIMEタイプです。
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setNumberOfColors( )
setNumberOfColors( )

形式形式形式形式
public void setNumberOfColors(int numberOfColors)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトの色数を設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

numberOfColors
ORDVideoオブジェクトに設定する色数

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setNumberOfColors(256);

パラメータは次のとおりです。

� 256: 設定する色数です。
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setNumberOfFrames( )

形式形式形式形式
public void setNumberOfFrames(int numberOfFrames)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのフレーム数を設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

numberOfFrames
ORDVideoオブジェクトに設定するフレーム数

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setNumberOfFrames(8);

パラメータは次のとおりです。

� 8: 設定するフレーム数です。
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setProperties(byte[ ][ ])

形式形式形式形式
public void setProperties(byte[ ] ctx[ ])

説明説明説明説明
ビデオ・データを読み取り、属性を抽出します。さらに、アプリケーション内の ORDVideo
オブジェクトにプロパティを設定します。

設定するプロパティは、フォーマット、フレーム・サイズ、フレームの解像度、フレーム・
レート、ビデオ再生時間、フレーム数、圧縮タイプ、色数、ビット・レートを含みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
フォーマット・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを
設定します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
vidObj.setProperties(ctx);

パラメータは次のとおりです。

� ctx: フォーマット・プラグインのコンテキスト情報です。
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setProperties(byte[ ][ ], boolean)

形式形式形式形式
public void setProperties(byte[ ] ctx[ ], boolean setComments)

説明説明説明説明
ビデオ・データを読み取り、属性を抽出します。さらにアプリケーション内の ORDVideo
オブジェクトにプロパティを設定します。

設定するプロパティは、フォーマット、フレーム・サイズ、フレームの解像度、フレーム・
レート、ビデオ再生時間、フレーム数、圧縮タイプ、色数、ビット・レートを含みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
フォーマット・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを
設定します。

setComments
ORDVideoオブジェクトにコメントを設定するかどうかを判断するブール値。 TRUEの場合、
コメント・フィールドは一連の形式（ビデオ・オブジェクトのアプリケーション・プロパ
ティは XML形式）で移入されます。 FALSEの場合、コメント・フィールドは移入されませ
ん。 デフォルト値は FALSEです。

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
vidObj.setProperties(ctx,true);

パラメータは次のとおりです。

� ctx: フォーマット・プラグインのコンテキスト情報です。

� true: コメント・フィールドが移入されることを示します。
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setSource( )

形式形式形式形式
public void setSource(String sourceType, String sourceLocation, String sourceName)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのソース情報を設定します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

sourceType
ソース・タイプ

sourceLocation
ソースの位置

sourceName
ソースの名前

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setSource("LOCAL","VIDEODIR","video.dat");

パラメータは次のとおりです。

� LOCAL: ソース・タイプです。

� VIDEODIR: ソースの位置です。

� video.dat: ソースの名前です。
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setUpdateTime( )

形式形式形式形式
public void setUpdateTime(java.sql.Timestamp currentTime)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトの更新時刻を現在の時刻に設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

currentTime
ORDVideoオブジェクトに設定する現在の時刻。 この値は NULLに設定してください。そう
すると、このメソッドはデータベース・サーバーの SYSDATEを使用します。

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setUpdateTime(null);
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setVideoDuration( )

形式形式形式形式
public void setVideoDuration(int videoDuration)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのビデオ再生時間を設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

videoDuration
ORDVideoオブジェクトのビデオ再生時間

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setVideoDuration(20);

パラメータは次のとおりです。

� 20: 設定するビデオ再生時間です。
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setWidth( )

形式形式形式形式
public void setWidth(int width)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトの幅を設定します。

setProperties( )は、自動的にこの属性を設定します。setProperties( )を使用しない場合の
み、このメソッドを使用してください。 このメソッドで設定されるのは属性値のみで、メ
ディア・ファイル自体は変更されません。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

width
ピクセルで設定する幅（ピクセル単位）

戻り値戻り値戻り値戻り値
なし

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
vidObj.setWidth(24);

パラメータは次のとおりです。

� 24: 幅（ピクセル単位）です。
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trimSource( )

形式形式形式形式
public int trimSource(byte[ ] ctx[ ], int newLen)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoのファイル・ソースを指定の長さに切り捨てます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 コンテキスト情報がない場合は、NULLを設定し
ます。

newLen
ソースの切捨て後の長さ

戻り値戻り値戻り値戻り値
操作が成功した場合は 0、失敗した場合は 0より大きい整数を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
int i = vidObj.trimSource(ctx,10);
if (i == 0)
     System.out.println("trimSource successful");
else
     System.out.println("trimSource unsuccessful");

パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。

� 10: ソースの新しい長さです。
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writeToSource( )

形式形式形式形式
public int writeToSource(byte[ ] ctx[ ], int startpos, int numbytes, byte[ ] buffer)

説明説明説明説明
アプリケーション内の ORDVideoオブジェクトのコメント・フィールドにデータを書き込
みます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

ctx[ ]
ソース・プラグインのコンテキスト情報。 詳細は、『Oracle8i interMedia Audio,Image,Video
ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』の第 6章を参照してください。

startpos
コメント・フィールドの先頭位置

numbytes
書込みバイト数

buffer
書き込まれるコンテンツを含むバッファ

戻り値戻り値戻り値戻り値
書き込んだバイト数を戻します。

例外例外例外例外
java.sql.SQLException

例例例例
byte[ ] ctx[ ] = new byte[4000][1];
byte[ ] data = new byte[20];
//20バイトのコンテンツを書き込みます。
int i = vidObj.writeToSource(ctx,1,20,data);
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writeToSource( )
パラメータは次のとおりです。

� ctx: ソース・プラグインのコンテキスト情報です。

� 1: 書込みが開始されるコメント・フィールドの位置です。

� 20: 書込みバイト数です。

� data: 書き込むコンテンツです。
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Java Classesサンプル・プログ
A

Java Classesサンプル・プログラムサンプル・プログラムサンプル・プログラムサンプル・プログラム

interMedia Java Classesのインストールによって、3つのサンプル・ファイル（Javaで記述
されたプログラム）が提供されます。 これらのファイルには、interMediaを使用して Javaア
プリケーションを構築する方法の例が記載されています。 それぞれのファイルでは、様々な
ソースからデータベース・オブジェクトにデータをロードする方法、データベース・オブ
ジェクトからファイル・システムにデータをダウンロードする方法、およびメディア・コン
テンツからメタデータを抽出し表示する方法を示します。

Javaサンプル・ファイルの名前は、次のとおりです。

� オーディオ用 : AudioExample.java

� イメージ用 : ImageExample.java

� ビデオ用 : VideoExample.java

interMedia Java Classesに付属の Javaサンプル・ファイルを実行するには、次の操作を行う
必要があります。

1. Oracle interMediaと一緒に、Oracle8iをインストールします。

Oracle8iデータベース・サーバーのサーバー・マシンに Oracle8i interMediaがインス
トールされている必要があります。

2. ローカル環境変数の値をチェックします。

すべてのユーザーは、classes111.zip、ordim817.zip、JDK classesおよび SQLJ 
runtime.zipファイルがローカル・マシンの環境変数 CLASSPATHに指定されているこ
と、および javacコマンドと Javaコマンドを含むローカル・ディレクトリがローカル・
マシンの環境変数 PATHに指定されていることを確認してください。

Solarisユーザーは、ocijdbc8.soを含むディレクトリが、環境変数 LD_LIBRARY_PATH
に指定されていることを確認してください。

Windows NTユーザーは、ocijdbc8.dllを含むディレクトリが、環境変数 PATHに指定
されていることを確認してください。
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3. ローカル・マシン上で Javaファイルをコンパイルします。

JDKリリース 1.1.6を使用して、コンパイルに使用するコマンドは、次のとおりです。
サンプル・プログラムをコンパイルします。

� オーディオ用 : javac AudioExample.java

� イメージ用 : javac ImageExample.java

� ビデオ用 : javac VideoExample.java

4. データベースに接続し、Javaファイルに対応する SQLスクリプトを実行します。

サンプル・プログラムを実行するには、適切な interMediaオブジェクト型の列を持つ表
がデータベースに含まれている必要があります。 interMedia Java Classesのインストー
ルでは、新規のユーザーおよび表を作成し、いくつかのサンプル・データを表に追加す
るコマンドが含まれた SQLファイルが 3つ提供されます。

SQLスクリプトの名前は、次のとおりです。

� オーディオ用 : AudioExample.sql

� イメージ用 : ImageExample.sql

� ビデオ用 : VideoExample.sql

5. コンパイルされた Javaプログラムを実行します。

次のコマンドを使用してサンプル・プログラムを実行します。

� オーディオ用 : java AudioExample

� イメージ用 : java ImageExample

� ビデオ用 : java VideoExample

サンプル・ファイルの詳細は、READMEファイルを参照してください。

注意注意注意注意 : SQLスクリプトはユーザー system、パスワード managerでデータ
ベースに接続します。 スクリプトを実行する前に、SQLファイルを編集し
てパスワードの変更または接続文の削除を行います。

また、ディレクトリ・パスを編集して、スキーマを反映してください。
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例外および
B

例外およびエラー例外およびエラー例外およびエラー例外およびエラー

この付録では、interMedia Java Classesによって発生する可能性のある例外およびエラーに
ついて説明します。
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Exceptionクラス
B.1 Exceptionクラスクラスクラスクラス
Exceptionクラス（および SQLExceptionを含むサブクラス）は、ユーザーに関連する状態
を示します。

public class java.lang.Exception extends java.lang.Throwable {
     //詳細なメッセージなしのExceptionを作成します。
     public Exception();
     
     //詳細なメッセージを表示するExceptionを作成します。
     public Exception(String s);
}

B.2 IOExceptionクラスクラスクラスクラス
IOExceptionクラスは、何らかの I/O例外が発生したことを示します。

public class java.io.IOException extends java.lang.Exception {
     //詳細なメッセージなしのFileNotFoundExceptionを作成します。
     public IOException();
     
     //詳細なメッセージを表示するFileNotFoundExceptionを作成します。
     public IOException(String s);
}

B.3 OutOfMemoryErrorクラスクラスクラスクラス
OutOfMemoryErrorクラスは、メモリーが不足しているが、ガベージ・コレクション（使用
されなくなったオブジェクトの削除）を行っても使用可能なメモリーを増やすことができな
いため、Java仮想マシンでオブジェクトを割り当てることができないことを示します。

public class java.lang.OutOfMemoryError extends java.lang.VirtualMachineError {
     //詳細なメッセージなしのOutOfMemoryErrorを作成します。
     public OutOfMemoryError();
     
     //詳細なメッセージを表示するOutOfMemoryErrorを作成します。
     public OutOfMemoryError(string s);
}
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SQLExceptionクラス
B.4 SQLExceptionクラスクラスクラスクラス
SQLExceptionクラスは、データベース・アクセス・エラーについての情報を提供します。

public class java.sql.SQLException extends java.lang.Exception {
     //次の4つのメソッドはパブリック・コンストラクタです。
     
     //完全指定されたSQLExceptionを作成します。
     public SQLException(String reason, String SQLState, int vendorCode);
     
     //vendorCodeの値が0であるSQLExceptionを作成します。
     public SQLException(String reason, String SQLState);
     
     //vendorCodeの値が0で、SQLStateがNULLであるSQLExceptionを作成します。
     public SQLException(String reason);
     
     //vendorCodeの値が0、SQLStateがNULL、
     //reasonがNULLであるSQLExceptionを作成します。
     public SQLException();
     
     //次の4つのメソッドは、パブリック・インスタンス・メソッドです。
      
     //ベンダー固有の例外コードを取得します。
     public int getErrorCode();
     
     //この例外に続く例外を取得します。
     public SQLException getNextException();
     
     //SQLの状態を取得します。
     public String getSQLState();
     
     //最後にSQLExceptionを追加します。
     public synchronized void setNextException(SQLException ex);
}
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SQLExceptionクラス
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使用されなくなったメ
C

使用されなくなったメソッド使用されなくなったメソッド使用されなくなったメソッド使用されなくなったメソッド

次に、Oracle8i interMedia Audio, Imageおよび Video Java Clientリリース 8.1.5から使用さ
れなくなったメソッドを示します。

� public void appendToComments(int amount, String buffer)

� public int compareComments(CLOB dest, int amount, int start_in_comment, 
int start_in_compare_comment)

� public CLOB copyCommentsOut(CLOB dest, int amount, int from_loc, int to_loc)

� public void deleteComments( )

� public int eraseFromComments(int amount, int offset)

� public void flush( ) throws SQLException

� public String getAllAttributesAsString(byte[ ] ctx)

� public int getAudioDuration(byte[ ] ctx)

� public int getCommentLength( )

� public String getCommentsAsString( )

� public String getCompressionType(byte[ ] ctx)

� public byte[ ] getData(String tableName, String columnName, String condition)

� public String getEncoding(byte[ ] ctx)

� public String getFormat(byte[ ] ctx)

� public int getNumberOfChannels(byte[ ] ctx)

� public int getSampleSize(byte[ ] ctx)

� public int getSamplingRate(byte[ ] ctx)

� public boolean loadComments(String filename)
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� public void loadCommentsFromFile(String loc, String fileName, int amount, 
int from_loc, int to_loc)

� public boolean loadData(String fileName, String tableName, String columnName, 
String condition) 

� public int locateInComment(String pattern, int offset, int occurrence)

� public OrdAudio(Connection the_connection)

� public OrdVideo(Connection the_connection)

� public String readFromComments(int offset, int amount)

� public void refresh(boolean forUpdate)

� public void setBindParams(String tableName, String columnName, String condition)

� public void trimComments(int newlen)

� public void writeToComments(int offset, int amount, String buffer)
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