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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、Oracle interMedia Locatorの使用方法を説明します。

Oracle interMedia Locatorには、Oracle8i Workgroup Serverまたは Oracle8i Enterprise 
Editionが必要です。
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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、ロケータ特殊サービスの開発者など、Oracleデータベースでのロケータ
点データの格納、取出しおよび操作を行うユーザーを対象としています。

このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成
このマニュアルは次の章および付録で構成されます。

第 1章 Oracle interMedia Locatorについて紹介し、その概念を説明します。

第 2章 Oracle interMedia Locatorファンクション、ジオコーディング・サービス
および Locator演算子について、それらの使用例とともに説明します。

第 3章 他社のジオコーディング・ソフトウェアに対する一般的なジオコーディン
グ・インタフェースについて説明します。

付録 A サンプル・アプリケーションの実行方法を説明します。また、ソース・プ
ログラムも記載します。

付録 B 発生した例外および考えられるエラー、それらの原因およびユーザーが行
う処置を示します。
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関連マニュアル関連マニュアル関連マニュアル関連マニュアル

開発環境でこの製品を使用する場合の詳細は、Oracle8iリリース 8.1のマニュアル・セット
にある次のマニュアルを参照してください。

� 『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド 基礎編』

� 『Oracle8i管理者ガイド』

� 『Oracle8iエラー・メッセージ』

� 『Oracle8iユーティリティ・ガイド』

� 『Oracle8i概要』

� 『Oracle8iパフォーマンスのための設計およびチューニング』

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

注意注意注意注意 : このマニュアルのリリース後に追加された情報については、
ORACLE_HOMEディレクトリにある README.TXTファイルを参照して
ください。ご使用のオペレーティング・システムによっては、このファイ
ルは次のディレクトリにあります。

ORACLE_HOME/md/doc/README.TXT

詳細は、ご使用のオペレーティング・システムのインストレーション・ガ
イドを参照してください。
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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、Oracle interMedia Locatorを Locatorと呼ぶ場合があります。

例では、特に指定がない限り、各行の末尾に改行コードが入力されていると想定していま
す。各行の終りで [Return]キーを押してください。

このマニュアルでは次の表記規則も使用します。

表記規則表記規則表記規則表記規則 意味意味意味意味

    .
    .
    .

例にある縦に並んだ省略点は、その例に直接関係のない情報が省略され
ていることを示します。

... 文またはコマンドにある横に並んだ省略点は、例に直接関係のない文や
コマンドの一部が省略されていることを示します。

太字太字太字太字 太字のテキストは、本文中で定義されている用語を示します。

イタリック体 イタリック体のテキストは、変数名を示します。

< > 山カッコで囲まれている文字列は、ユーザー定義の名前であることを示
します。

[ ] 大カッコで囲まれている項目は、その中から 1つ選択できる（または選
択しない）オプション句であることを示します。
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このマニュアルでの変更点このマニュアルでの変更点このマニュアルでの変更点このマニュアルでの変更点
このマニュアルでは、前回のリリースから次の内容が変更されています。

他にも、いくつかの修正事項およびその説明も記載しています。

Locatorでは、新しく 2つの OracleパートナMapQuest.comおよび whereonearth.comをサ
ポートしています。どちらもジオコーディング・サービスを提供し、Oracleソリューション
に利用できます。詳細は、第 1章を参照してください。

バッチ・ジオコーディング用に、他社のジオコーディング・ソフトウェアに対する一般的な
ジオコーディング・インタフェースについて説明しています。詳細は、第 3章を参照してく
ださい。

Locatorを使用して 2点間の距離を調べる方法を、新しいサンプル・コードで説明していま
す。詳細は、A.2.2項を参照してください。
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概要概要概要概要

Oracle8iでは、Oracle interMedia Locatorによって、ロケータ・アプリケーションおよび近
接問合せに対するオンライン・インターネット・ベースのジオコーディング機能およびバッ
チ・ジオコーディング・サービスをサポートします。

ジオコーディングによって、対象となるアドレスおよび場所（郵便番号、人口領域など）が
幾何学的要素（点）として表示されます。これによって、距離を計算し、Web、データ・
ウェアハウジング、顧客情報システム、および企業資産を計画するアプリケーションにサイ
トを図形で表示できます。ジオコーディング・サービスを使用して、Oracle8iに格納されて
いる既存のデータ・ファイルに、対象となる点の正確な場所（緯度および経度）を追加でき
ます。

Oracle interMedia Locatorでは、MapInfo CorporationのMapXtreme、Qualitative 
Marketing Softwareの Centrus、MapQuest.com（MapQuest）のMapQuest宛先情報ソ
リューション、whereonearth.com Ltd.の GeoZipなど、主要なオンラインおよびバッチ・
ジオコーディング・サービスをサポートしています。

現在、MapInfo Corporation、Qualitative Marketing Software、MapQuest.comおよび
whereonearth.comでは、Locator機能に対するオンラインおよびバッチ・ジオコーディン
グ・サービスを提供しています。各サービスでは、Webサイトからいくつかの無料ジオコー
ディング・コールを利用できます。オンライン・ジオコーディングのトライアル版や、バッ
チ・ジオコーディングのジオコーディング・サービス・ソフトウェアなどがあります。

オンライン・ジオコーディング・サービスへの登録中に、ユーザー IDおよびパスワードの
設定が求められます。ユーザー IDとパスワードの組合せは、どのジオコーディング・コー
ルでも必要になるため、サンプル・ジオコーディング・サービスに設定するユーザー IDと
パスワードは、メモしておいてください。フリー・アカウントでは、1日あたりのアドレ
ス・レコード数が制限されています。

Oracleでは、ジオコーディング・ファンクションが簡単になるインタフェースを提供してい
るため、ジオコーディング・サービスに関する質問は、ベンダーに連絡する必要がありま
す。
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また、Oracle interMedia Locatorでは、サーバーベースのジオコーディングおよびデータ・
ウェアハウス・アプリケーションのデータ抽出操作もサポートしています。

Oracle interMedia Locatorでは、単純な場所の問合せを使用して、Webおよびその他のアプ
リケーションを介して、距離に基づいた情報を取り出すことができます。たとえば、ジオ
コードされたアドレス・データのセットおよび単純なテキスト問合せまたはマップ問合せ操
作を使用することで、Webブラウザベースのアプリケーションで距離を入力し、特定のアド
レスまたはマップ上の基準点から最も近い位置を識別することができます。その例として、
Oracle interMedia Locatorアプリケーションでは、指定した郵便番号、住所またはその他の
基準点からの距離に基づいて、店舗、オフィス、配信ポイントなど、対象となる位置を検索
できます。

Oracle interMedia Locatorではジオコーディングをサポートしており、ジオコードされた空
間点データを、Oracle8iデータベースに格納および取出しできます。Oracle interMedia 
Locatorは、エンドユーザー向けのアプリケーションではありません。次の特長があります。

� 点ジオメトリ・オブジェクト型のみを記述およびサポートする Locatorオブジェクト型。

� ジオコード結果定義を記述するジオコード結果オブジェクト型。

� 2つのジオコード結果ファンクションによって記述されるコール・インタフェース。こ
れらのファンクションは、出力ジオコード結果オブジェクトおよび Locatorジオメト
リ・オブジェクトを含む空間データのジオコーディングに使用されます。

� 索引レベルの見積りを改善するファンクション。100マイルを超える半径距離を使用す
る距離内問合せに、空間ロケータ索引とともに使用されます。

� 列に空間ロケータ索引を作成するプロシージャ。この場合、ロケータ演算子に使用され
るジオコードされた表に空間情報が格納されています。

� 距離内問合せの実行に幾何学的交差アルゴリズムおよび空間ロケータ索引を使用するロ
ケータ演算子。

この実装に基づいて、Oracle interMedia Locatorの今回のリリースでは、次の機能をサポー
トしています。

� 空間点データのジオコーディング。これは、ジオコードされたアドレス列またはオブ
ジェクトを既存の表に追加する方法を提供し、それを Oracle8iユニバーサル・データ
ベース・サーバーにローカルに格納することによって行われます。

� ジオコードされたアドレス・データの挿入および取出し。

� ジオコードされたデータでの、テキストまたはマップ・ベースの距離内問合せの実行。
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これらの Locator機能の使用例を次に示します。

� 住所や郵便番号など、任意の基準点からの距離に基づいて、店舗、オフィスまたは配信
ポイントの位置を検索します。

� 個人の住所や、旅行客情報センターなどのマップ上の現在置を使用して、特定の場所か
ら任意の距離内にあるレストランやホテルの位置を検索します。

これらの機能によって、データベース設計者は既存のアプリケーション・データベースをジ
オコードされた空間点データで拡張するか、またはジオコードされた新規の空間点アプリ
ケーションを構築できます。Webアプリケーション開発者は、Webが使用可能な Locator
アプリケーションを構築できます。

詳細は、次の章を参照してください。

� 第 2章

Webベースの Locatorファンクション、ジオコーディング・サービスおよびロケータ演
算子について、Locatorオブジェクト型の基本的な使用例とともに説明しています。

� 第 3章

他社のバッチ・ジオコーディング・サービスを使用してアドレス表全体をジオコードす
る、ジオコーディング・ソフトウェアへの一般的なインタフェースについて説明してい
ます。

� 付録 A

変更および実行可能なインストール済のサンプル・スクリプトを記載しています。

� 付録 B

Oracle interMedia Locatorの例外およびエラー・メッセージを記載しています。
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Locatorファンクションファンクションファンクションファンクション
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Locatorの実装
2.1 Locatorの実装の実装の実装の実装
Oracle interMedia Locatorファンクションの実装は、一連のオブジェクト型、インデック
ス・メソッド型およびこれらの型の演算子で構成されます。ジオメトリは、
SDO_GEOMETRY型の列の単一行に格納されます。空間索引の作成およびメンテナンスは、
データ定義言語（DDL）（CREATE、ALTER、DROP）およびデータ操作言語（DML）
（INSERT、UPDATE、DELETE）を使用して行います。

2.1.1 Locatorの構造の構造の構造の構造
Locatorオブジェクトのジオメトリ記述は、SDO_GEOMETRY型の列の単一行に格納されて
います。この行は、1つの主キー列（または主キーを構成する列の集合）およびオプション
で 1つ以上の属性列を持つユーザー定義の表にあります。

オブジェクト型 SDO_GEOMETRYは、次のように定義されます。

Create Type SDO_GEOMETRY as object (
SDO_GTYPE NUMBER, 
SDO_SRID NUMBER, 
SDO_POINT SDO_POINT_TYPE,
SDO_ELEM_INFO MDSYS.SDO_ELEM_INFO_ARRAY,
SDO_ORDINATES MDSYS.SDO_ORDINATE_ARRAY);

属性には次のような意味があります。

� SDO_GTYPE: ジオメトリのタイプを示します。有効なジオメトリ・タイプは次のとお
りです。

1 = POINT 

ジオメトリ・タイプは必ず 1です。

� SDO_SRID: 空間参照識別子です。必ずNULLです。

� SDO_POINT: 属性 X、Yおよび Zを持つオブジェクト型です。すべての NUMBER型は、
それぞれ経度、緯度および NULLを表します。

� SDO_ELEM_INFO: 必ずNULLです。

� SDO_ORDINATES: 必ずNULLです。
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結果定義およびジオコード・ファンクション
2.2 結果定義およびジオコード・ファンクション結果定義およびジオコード・ファンクション結果定義およびジオコード・ファンクション結果定義およびジオコード・ファンクション
この項では、表 2-1に示すようにジオコード結果オブジェクト型定義および 2つのジオコー
ド・ファンクションで記述されるコール・インタフェースについて説明します。

表表表表 2-1 Locatorファンクションおよびプロシージャファンクションおよびプロシージャファンクションおよびプロシージャファンクションおよびプロシージャ

型型型型 /ファンクションファンクションファンクションファンクション 説明説明説明説明

GEOCODE_RESULTオブ
ジェクト

ジオコード結果オブジェクト定義

GEOCODE1ファンクション 市、都道府県または郵便番号情報を含むジオコード・ファン
クション（lastlineフィールドを含む）

GEOCODE1ファンクション 市、都道府県および郵便番号フィールドを含むが、lastline
フィールドを含まないジオコード・ファンクション
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GEOCODE_RESULTオブジェクト
GEOCODE_RESULTオブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト

構文構文構文構文
create type GEOCODE_RESULT AS OBJECT( 
   matchcode        varchar2(16), 
   firmname         varchar2(512), 
   addrline         varchar2(512), 
   addrline2        varchar2(512), 
   city             varchar2(512), 
   state            varchar2(512), 
   zip              varchar2(5), 
   zip4             varchar2(4), 
   lastline         varchar2(512), 
   county           varchar2(32), 
   block            varchar2(32), 
   loccode          varchar2(16), 
   cart             varchar2(16), 
   dpbc             varchar2(16), 
   lotcode          varchar2(16), 
   lotnum           varchar2(16) 
); 
/ 

説明説明説明説明
ジオコード結果定義を記述します。
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GEOCODE_RESULTオブジェクト
パラメータパラメータパラメータパラメータ

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
Locatorの実装では、ジオコードのベンダーが GEOCODE_RESULT表のほぼすべての
フィールドを使用する場合があります。このオブジェクトおよび使用されるフィールドの詳
細は、ベンダーのドキュメントを参照してください。

例外例外例外例外
アプリケーション固有の例外 : 

http_error, -20000

geocoder_error, -20001

unit_error, -20003

matchcode 検索結果（一致度を示します）

firmname 会社名

addrline 住所行 1

addrline2 住所行 2

city 市

state 都道府県

zip 郵便番号

zip4 郵便番号の 4桁の枝番号

lastline 市、都道府県、郵便番号

county 連邦情報処理標準（FIPS）国別コード

block 国政調査ブロック識別子

loccode 位置コード

cart 運送ルート（郵便サービス）

dpbc 配信ポイント・バー・コード

lotcode 旅行コードの行

lotnum 旅行番号の行
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GEOCODE1ファンクション（lastlineフィールドを含む）
GEOCODE1ファンクション（ファンクション（ファンクション（ファンクション（lastlineフィールドを含む）フィールドを含む）フィールドを含む）フィールドを含む）

構文構文構文構文
function GEOCODE1(url         in varchar2, 
                  proxy       in varchar2, 
                  name        in varchar2, 
                  pwd         in varchar2, 
                  firmname    in varchar2, 
                  addrline    in varchar2, 
                  addrline2   in varchar2, 
                  lastline    in varchar2, 
                  mm          in varchar2, 
                  stdaddr     out MDSYS.GEOCODE_RESULT, 
                  location    out MDSYS.SDO_GEOMETRY) return varchar2; 
pragma restrict_references(GEOCODE1, WNDS, WNPS);

説明説明説明説明
ジオコーディングに使用され、市、都道府県および郵便番号情報を含む lastlineフィールド
を含みます。
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値
この戻り値は、ジオコードのベンダーによって文字列として戻されるエラー・コードです。
通常、この文字列には「0:SUCCESS」のようにエラー・コードおよびメッセージが含まれま
す。詳細は、ベンダーのドキュメントを参照してください。

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
lastlineフィールドには、市、都道府県および郵便番号の情報が含まれます。

例外例外例外例外
ありません。

url ジオコーディングするベンダーのWebサイト
（www.centrus-software.com/oracle/geoservice.dllなど）

proxy セキュリティ保護メカニズム（ファイアウォール）のアドレス
（ない場合は NULLまたは「''」）

name 顧客名（アカウント用）

pwd パスワード（アカウント用）

firmname 会社名

addrline 住所行 1

addrline2 住所行 2

lastline 市、都道府県、郵便番号および郵便番号の 4桁の枝番号

mm 検索モード（STANDARDや NORMALなど、使用する検索モードを
ベンダーに知らせる文字列）

詳細は、ベンダーのサイトを参照してください。

stdaddr 標準のアドレス・オブジェクトまたは（事前に定義された）出力ジオ
コード結果オブジェクト

location 緯度および経度の情報を含む、Locatorジオメトリ・オブジェクト
SDO_GEOMETRY
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GEOCODE1ファンクション（lastlineフィールドを含む）
例例例例
例例例例 1: 単一レコードの対話的ジオコード単一レコードの対話的ジオコード単一レコードの対話的ジオコード単一レコードの対話的ジオコード

-- 単一コードを対話的にジオコードします。
set serveroutput on
set timing on
set pagesize 50000

declare
  geo_result MDSYS.GEOCODE_RESULT;
  geom MDSYS.SDO_GEOMETRY;
  result varchar2(255);
begin
  result := geocoder_http.GEOCODE1(
              'http://www.centrus-software.com/oracle/geoservice.dll',
              'www-proxy.us.acme.com',
              'user', 'password',
              'oracle','1 oracle dr','', 'nashua NH 03062',
              'tight',
              geo_result, geom);
  dbms_output.put_line(result);
exception
when geocoder_http.http_error then
   dbms_output.put_line('Internet problem - cannot connect');
when geocoder_http.geocoder_error then
   dbms_output.put_line('Geocoder problem - contact vendor');
when others then
   dbms_output.put_line('Oracle Error - check your PL/SQL');
end;
/

例例例例 2: オブジェクト全体を使用したバッチ・モードでの表のジオコードオブジェクト全体を使用したバッチ・モードでの表のジオコードオブジェクト全体を使用したバッチ・モードでの表のジオコードオブジェクト全体を使用したバッチ・モードでの表のジオコード

-- ファイル nh_cs.sqlを使用してこのサンプル表を作成する方法を検証します。
-- オブジェクト全体を使用して、バッチ・モードで表をジオコードします。

-- 表のカスタマイズ方法は次のとおりです。
-- 1. 宣言節で select文を変更して入力表と一致させてください。
--    ジオコード結果を同一の表に格納する場合、ROWIDが選択されていることを確認して
--    ください。
--    別の表にジオコードする場合は、主キーが選択されていることを確認してください。
--
-- 2. 終了節の updateコールでは、すべての結果を同じ表に戻す場合、
--    update ... where rowid = r.rowid;を使用してください。
--    そうでない場合は、insert into ... where pk = r.pk;を使用してください。
--
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GEOCODE1ファンクション（lastlineフィールドを含む）
-- 3. 例外処理 :
--    このルーチンによって HTTP_ERRORおよび GEOCODER_ERRORが発生します。
--    HTTP_ERRORは転送の問題に関連します。
--    GEOCODER_ERRORは、アドレス・レコードがベンダー Webサイトからのジオコーダに
--    よって一致できない場合に発生します。戻される結果は NULLになります。
--    必要に応じて、これらのエラーの処理方法を決定してください。
--    GEOCODER_ERRORの例外は、結果の変数で調べることができます。
--
declare
  CURSOR crs is
     select company, address, city, state, zipcode, rowid from 
nh_computer_stores;
  standard_address MDSYS.GEOCODE_RESULT;
  geom_location MDSYS.SDO_GEOMETRY;
  result varchar2(255);
begin
  for r in crs loop
   begin
    result := geocoder_http.GEOCODE1(
      'http://www.centrus-software.com/oracle/geoservice.dll',
      'www-proxy.us.acme.com',
      'user','password',
      r.company,
      r.address, '',
      r.city, r.state, r.zipcode,
      'normal',
      standard_address,
      geom_location);
   exception
   when geocoder_http.geocoder_error then
      dbms_output.put_line('Geocoder error, continuing');
   when others then
      dbms_output.put_line('HTTP or server error, quit');
      exit;
   end;
   update nh_computer_stores
      set std_addr = standard_address, location = geom_location
      where rowid = r.rowid;
<<end_loop>>
    null;
  end loop;
end;
/
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例例例例 3: オブジェクトのフィールドを使用したバッチ・モードでの表のジオコードオブジェクトのフィールドを使用したバッチ・モードでの表のジオコードオブジェクトのフィールドを使用したバッチ・モードでの表のジオコードオブジェクトのフィールドを使用したバッチ・モードでの表のジオコード

-- オブジェクトのフィールドを使用して、バッチ・モードで表をジオコードします。

-- 表のカスタマイズ方法は次のとおりです。
-- 1. 宣言節で select文を変更して入力表と一致させてください。
--    ジオコード結果を同一の表に格納する場合、ROWIDが選択されていることを確認して
--    ください。
--    別の表にジオコードする場合は、主キーが選択されていることを確認してください。
--
-- 2. 終了節の updateコールでは、すべての結果を同じ表に戻す場合、
--    update ... where rowid = r.rowid;を使用してください。
--    そうでない場合は、insert into ... where pk = r.pk;を使用してください。
--
-- 3. 例外処理 :
--    このルーチンによってHTTP_ERRORおよびGEOCODER_ERRORが発生します。
--    HTTP_ERRORは転送の問題に関連します。
--    GEOCODER_ERRORは、アドレス・レコードがベンダーWebサイトからのジオコーダによって
--    一致できない場合に発生します。戻される結果はNULLになります。
--    必要に応じて、これらのエラーの処理方法を決定してください。
--    GEOCODER_ERRORの例外は、結果の変数で調べることができます。
--
declare
  CURSOR crs is
     select company, address, city, state, zipcode, rowid from 
nh_computer_stores;
  standard_address MDSYS.GEOCODE_RESULT;
  geom_location MDSYS.SDO_GEOMETRY;
  result varchar2(255);
begin
  for r in crs loop
   begin
    result := geocoder_http.GEOCODE1(
      'http://www.centrus-software.com/oracle/geoservice.dll',
      'www-proxy.us.acme.com',
      'user','password',
      r.company,
      r.address, '',
      r.city, r.state, r.zipcode,
      'normal',
      standard_address,
      geom_location);
   exception
   when geocoder_http.geocoder_error then
      dbms_output.put_line('Geocoder error, continuing');
   when others then
      dbms_output.put_line('HTTP or server error, quit');
      exit;
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   end;
   update nh_computer_stores
      set std_street = standard_address.address,
      std_city = standard_address.city,
      std_state = standard_address.state,
      std_zip = standard_address.zip,
      std_zip4 = standard_address.zip4,
      location = geom_location
      where rowid = r.rowid;
<<end_loop>>
    null;
  end loop;
end;
/
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GEOCODE1ファンクション（市、都道府県および郵便番号フィールドを含む）
GEOCODE1ファンクション（市、都道府県および郵便番号フィールファンクション（市、都道府県および郵便番号フィールファンクション（市、都道府県および郵便番号フィールファンクション（市、都道府県および郵便番号フィール
ドを含む）ドを含む）ドを含む）ドを含む）

構文構文構文構文
function GEOCODE1(url          in varchar2, 
                  proxy        in varchar2, 
                  name         in varchar2, 
                  pwd          in varchar2, 
                  firmname     in varchar2, 
                  addrline     in varchar2, 
                  addrline2    in varchar2, 
                  city         in varchar2, 
                  state        in varchar2, 
                  zip          in varchar2, 
                  mm           in varchar2, 
                  stdaddr      out MDSYS.GEOCODE_RESULT, 
                  location     out MDSYS.SDO_GEOMETRY) return varchar2; 
pragma restrict_references(GEOCODE1, WNDS, WNPS);

説明説明説明説明
ジオコーディングに使用され、市、都道府県および郵便番号フィールドを含みます。
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GEOCODE1ファンクション（市、都道府県および郵便番号フィールドを含む）
パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値
この戻り値は、ジオコード・ベンダーによって文字列として戻されるエラー・コードです。
通常、この文字列には「0:SUCCESS」のようにエラー・コードおよびメッセージが含まれま
す。詳細は、ベンダーのドキュメントを参照してください。

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
前述のファンクションで説明した lastlineフィールドが、市、都道府県および郵便番号
フィールドに置き換わります。

例外例外例外例外
ありません。

例例例例
前述の GEOCODE1ファンクションの例を参照してください。

url ジオコーディングするベンダーのWebサイト
（www.centrus-software.com/oracle/geoservice.dllなど）

proxy セキュリティ保護メカニズム（ファイアウォール）のアドレス
（ない場合は NULLまたは「''」）

name 顧客名（アカウント用）

pwd パスワード（アカウント用）

firmname 会社名

addrline 住所行 1

addrline2 住所行 2

city 市の名前

state 都道府県名

zip 郵便番号

mm 検索モード（STANDARDや NORMALなど、使用する検索モードを
ベンダーに通知する文字列）

詳細は、ベンダーのサイトを参照してください。

stdaddr 標準のアドレス・オブジェクトまたは（事前に定義された）出力ジオ
コード結果オブジェクト

location 緯度および経度の情報を含む、Locatorジオメトリ・オブジェクト
SDO_GEOMETRY
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見積りレベルおよび空間ロケータ索引
2.3 見積りレベルおよび空間ロケータ索引見積りレベルおよび空間ロケータ索引見積りレベルおよび空間ロケータ索引見積りレベルおよび空間ロケータ索引
この項では、ESTIMATE_LEVELファンクションおよび空間ロケータ索引について説明しま
す。ESTIMATE_LEVELファンクションを使用する場合、空間ロケータ索引を作成する前に
このファンクションをコールします。2.4項で説明するロケータ演算子を使用する前に、空
間ロケータ索引を作成してください。

表表表表 2-2 Locator ESTIMATE_LEVELファンクションおよび空間ロケータ索引ファンクションおよび空間ロケータ索引ファンクションおよび空間ロケータ索引ファンクションおよび空間ロケータ索引

ファンクションファンクションファンクションファンクション /プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ 説明説明説明説明

ESTIMATE_LEVEL LOCATOR_WITHIN_DISTANCE問合せのほと
んどが 100マイルを超える半径距離値を使用す
る場合に、適切な index_levelパラメータ値を見
積もります。

SETUP_LOCATOR_INDEX 空間ロケータ索引を作成します。
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ESTIMATE_LEVEL

構文構文構文構文
function ESTIMATE_LEVEL(radius1 in number, 
                        radius2 in number) return integer;

説明説明説明説明
SETUP_LOCATOR_INDEXプロシージャで使用する index_levelパラメータの値を計算しま
す。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値
戻り値は、SETUP_LOCATOR_INDEXプロシージャで使用する適切な index_levelパラメー
タ値です。

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
問合せに 100マイルを超える大半径距離を使用する場合、このファンクションをコールし、
ご使用のデータに最適な index_levelパラメータを決定する必要があります。

100マイルを超える半径距離を使用する LOCATOR_WITHIN_DISTANCE問合せは、実際に
は 2つの半径中心を持つ楕円に変化します。このため、このファンクションには楕円の小さ
い方の中心軸を表す radius1、および大きい方の中心軸を表す radius2の 2つのパラメータ
があります。Oracle8iリリース 8.1.7では、radius1および radius2の両方のパラメータに同
じ値を指定する必要があります。

このファンクションをコールする必要がある場合は、データのジオコード後に、空間ロケー
タ索引の作成前にコールしてください。index_levelパラメータにさらに適切な値を指定する
と、データに対するパフォーマンスが向上します。

注意注意注意注意 : LOCATOR_WITHIN_DISTANCE問合せのほとんどが 100マイル
を超える半径距離を使用する場合にのみ、このファンクションをコールし
てください。そうでない場合は、デフォルト値の 13が index_levelパラ
メータの適切な値となります。

radius1 小半径（マイル）

radius2 大半径（マイル）
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ESTIMATE_LEVEL
例外例外例外例外
アプリケーション固有の例外 : 

unit_error, -20004

例例例例
セットアップ空間ロケータ索引の作成

select geocoder_http.estimate_level(200,200) from dual;
9 
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SETUP_LOCATOR_INDEX
SETUP_LOCATOR_INDEX

構文構文構文構文
procedure SETUP_LOCATOR_INDEX(tabname    in varchar2, 
                              colname    in varchar2,
                              index_level in number := 13);

説明説明説明説明
空間ロケータ索引を作成します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値
ありません。

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
このプロシージャは、実行者または現行ユーザーのスキーマの下で
USER_SDO_GEOM_METADATAというメタデータ表を作成します。spatial_index型の特
殊ドメイン索引を作成します。この索引の名前は次のとおりです。

substr((tabname,1,5)||'_'substr(colname,1,5)||'_idx'||_HL6N1$

索引作成後にこれらの追加された表を削除しないでください。

tabname 空間情報が格納される表の名前

colname 空間情報が tabnameに格納される列の名前

index_level 半径距離が 100マイルを超える場合で、データに対
するパフォーマンスを向上させるために、より適切
な索引レベルが必要とされる場合に、
ESTIMATE_LEVELファンクションをコールして決
定される値

デフォルト値は 13です。
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SETUP_LOCATOR_INDEX
LOCATOR_WITHIN_DISTANCE演算子を使用する前に、このプロシージャを実行して、ジ
オコードされた表に空間ロケータ索引を作成する必要があります。そうしないと、空間ロ
ケータ索引が作成されていないことを示すエラー・メッセージが戻ります。次に例を示しま
す。

ERROR at line 1:
ORA-20000: 空間索引がないとインタフェースはサポートされません。
ORA-06512: "MDSYS.SDO_3GL", 行: 184
ORA-06512: 行: 1

通常、ほとんどの LOCATOR_WITHIN_DISTANCE問合せで 100マイル以下の半径距離値
を使用している場合は、index_levelパラメータの値を変更する必要はありません。ただし、
データに対するパフォーマンスを向上させるために、ほとんどの
LOCATOR_WITHIN_DISTANCE問合せで最もよく使用される半径距離によって、この値を
変更できます。index_levelパラメータにより適切な値を見積もるには、ESTIMATE_LEVEL
ファンクションをコールします。この場合、空間ロケータ索引を作成する前に
ESTIMATE_LEVELファンクションをコールする必要があります。

例外例外例外例外
ありません。

例例例例
セットアップ空間ロケータ索引の作成

procedure SETUP_LOCATOR_INDEX('cust_table', 'location', 13);
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ロケータ演算子
2.4 ロケータ演算子ロケータ演算子ロケータ演算子ロケータ演算子
この項では、Locatorオブジェクト型の処理中に使用するファンクションについて説明しま
す。

表表表表 2-3 ロケータ演算子ロケータ演算子ロケータ演算子ロケータ演算子

ファンクションファンクションファンクションファンクション 説明説明説明説明

LOCATOR_WITHIN_DISTANCE 2つの点が、互いに指定した幾何学的距離内
にあるかどうか判断します。
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LOCATOR_WITHIN_DISTANCE
LOCATOR_WITHIN_DISTANCE

構文構文構文構文
LOCATOR_WITHIN_DISTANCE(T.Column MDSYS.SDO_GEOMETRY, aGeom MDSYS.SDO_GEOMETRY, 
params VARCHAR2);

説明説明説明説明
幾何学的交差アルゴリズムおよび空間索引を使用し、対象となる任意の点（円の中心）から
指定された幾何学的距離（半径距離）内にある空間点のセットを識別します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ

戻り値戻り値戻り値戻り値
式 LOCATOR_WITHIN_DISTANCE(arg1, arg2, arg3) = 'TRUE'は、2つの点が、互いに指定
した距離以内にあれば TRUE、なければ FALSEと評価します。

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意
� 対象となる点周囲の距離は円を描き、この距離はこれら 2点間の最小半径距離として定

義されます。

� この演算子は常にWHERE句で使用され、この演算子を含む条件は次の形式の式である
必要があります。

LOCATOR_WITHIN_DISTANCE(arg1, arg2, 
‘distance = <some_dist_val>, units=mile’) = ‘TRUE’.

params 演算子の動作を決定します。

有効なキーワードおよびその意味は次のとおりです。

distance 半径距離値（必須）

units 値の単位（mile（マイル）、ft（フィート）または
meter（メートル））（必須）
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� T.Columnに空間ロケータ索引を組み込む必要があります。詳細は、2.3項を参照してく
ださい。

� LOCATOR_WITHIN_DISTANCE( )は、空間結合にはサポートされていません。

� デフォルトの単位は緯度および経度です。このため、必ずmile、ft、meterなどの単位
を指定する必要があります。

例外例外例外例外
ありません。

例例例例
例例例例 1: 単純な点問合せの実行単純な点問合せの実行単純な点問合せの実行単純な点問合せの実行

SELECT A.GID FROM POINTS A WHERE LOCATOR_WITHIN_DISTANCE
(A.Geometry, :aGeom, 'distance = 10 units=mile') = 'TRUE' ;

例例例例 2: コンピュータ販売店問合せの実行コンピュータ販売店問合せの実行コンピュータ販売店問合せの実行コンピュータ販売店問合せの実行

Rem
Rem $Header: geolocate.sql 14-sep-98.11:51:16 pfwang Exp $
Rem
Rem geolocate.sql
Rem
Rem  Copyright (c) Oracle Corporation 1998. All Rights Reserved.
Rem

-- このルーチンは、動的に関心対象（たとえば、Oracleオフィスの場所）のジオメトリを
-- 作成します。次に、そのオフィスの特定の半径距離内（この場合は、10マイル）にある
-- コンピュータ販売店の店舗数を検索するために、NH_COMPUTER_STORES表に対して
-- 問い合せます。

set serveroutput on
set pagesize 50000

declare
  standard_address MDSYS.GEOCODE_RESULT;
  geom_location    MDSYS.SDO_GEOMETRY;
  result           varchar2(255);
  type cur_type is ref cursor ;
  crs cur_type;
begin
  result := geocoder_http.geocode1(
              'http://www.centrus-software.com/oracle/geoservice.dll',
              'www-proxy.us.acme.com',
              'user', 'password',
              'Oracle','1 Oracle Drive','', '03062',
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              'tight', standard_address, geom_location);
  if (instr(upper(result),'SUCCESS') = 0) then
     raise geocoder_http.geocoder_error;
  end if;
  open crs for
    'select company from nh_computer_stores where '||
       'MDSYS.LOCATOR_WITHIN_DISTANCE(location, :1, ''distance=10 
units=Mile'')=''TRUE'''
  using geom_location;
  loop
    fetch crs into result;
    exit when crs%NOTFOUND;
    dbms_output.put_line(result);
  end loop;
  close crs;
exception
when geocoder_http.http_error then
   dbms_output.put_line('Internet problem - cannot connect');
when geocoder_http.geocoder_error then
   dbms_output.put_line('Geocoder problem - contact vendor');
when others then
   dbms_output.put_line('Oracle Error - check your PL/SQL');
end;
/
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一般的なジオコーディング・インタフェース一般的なジオコーディング・インタフェース一般的なジオコーディング・インタフェース一般的なジオコーディング・インタフェース

この章では、データベース表に格納された住所情報および事前定義済のオブジェクト型のイ
ンスタンスとして規格化された住所および関連する位置情報をジオコードするための、他社
のジオコーディング・ソフトウェアに対する一般的なインタフェースについて説明します。
このインタフェースは、Oracle Spatialおよび Oracle interMedia Locator製品のジオコー
ディング・フレームワークの一部です。

ジオコーディング・サービスは、住所データ表を規格化された住所、位置などのデータに変
換するために利用します。住所をジオコードすると、Oracle Spatial、Oracle interMedia 
Locatorなどの空間エンジンを使用して、近接問合せまたは位置問合せを実行できます。

一度データがジオコードされると、そのデータに対して位置問合せを実行できます。また、
ジオコードされたデータを、人口統計情報に関連する区画、郵便番号、国コードなどの空間
データで使用することもできます。さらに、意思決定支援、顧客関係管理、連鎖分析などの
アプリケーションで、情報を収集し処理する機能の一部として空間分析を使用できます。分
析または問合せの結果は、Oracle interMedia Locatorに統合されている他社のソフトウェア
を使用して、表形式のみでなく地図で表すことができます。

この章では、住所表全体または単一行をジオコードできる一連のインタフェースおよびメタ
データ・スキーマについて説明します。また、規格化された住所および空間データを他の表
（または同じ表）に挿入または更新するプロシージャについても説明します。他社のジオ
コーディング・サービスが、すでにローカル・ネットワークにインストールされ、ソケット
や HTTPなどの標準的な通信プロトコルを使用してアクセス可能であると想定しています。
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Locatorの実装効果および制限事項
3.1 Locatorの実装効果および制限事項の実装効果および制限事項の実装効果および制限事項の実装効果および制限事項
Oracle interMedia Locatorには、Oracle Spatialを他社のジオコーディング製品およびWeb
ベースのジオコーディング・サービスに統合できる一連のアプリケーション・プログラミン
グ・インタフェース（API）機能が含まれています。データベース・ユーザーは、標準 SQL
コールを発行したり、PL/SQLルーチンを構築することによって住所をジオコードし、空間
および規格化された住所オブジェクトを取り出すことができます。どちらも、Oracleデータ
ベースのオブジェクト型として定義されています。ユークリッド距離内問合せのために、こ
れらのオブジェクトをデータベースに格納したり、空間オブジェクトを Locatorファンク
ションで使用するためのオプションもあります。

APIによって、既存のリレーショナル・データベースから情報を取り出す場合の柔軟性が大
幅に向上します。データ変換処理も最小化されます。また、ジオコード結果によって、追加
情報も戻されます。すべての情報を使用するための要件はありません。また、取り出す
フィールドおよびそれらの格納先をアプリケーションが決定することもできます。ただし、
Oracle Spatialまたは Oracle interMedia Locatorのすべての機能を使用するには、空間オブ
ジェクトは、戻された状態のまま格納することをお薦めします。

既存の LocatorサービスはWebベースで、要求は HTTPでフォーマットされています。そ
のため、SQLの各要求には、Webサイトの URL、ファイアウォールのプロキシ（ある場合）
およびサービス・プロバイダのWebサイトに対するユーザー・アカウント情報を含める必
要があります。HTTPを使用すると、大規模表を処理する場合、またはベースとなる住所情
報を頻繁に更新する場合に、サービスの有効性または実用性が制限される場合があります。
このような場合は、イントラネットまたは LANで使用可能なバッチ・ジオコーディング・
サービスを使用します。次の項では、既存の HTTPベースのソリューションを含めることが
できる機能へのインタフェースについて説明します。

3.2 一般的なジオコーディング・クライアント一般的なジオコーディング・クライアント一般的なジオコーディング・クライアント一般的なジオコーディング・クライアント
高速でスケーラブル、かつ可用性が高く安全な Java Virtual Machine（Oracle8i JVMまたは
JVM）が、Oracle8iデータベース・サーバーに統合されています。Javaストアド・プロシー
ジャ、Enterprise Java Beans（EJB）または Oracle8iオブジェクト型の Java Methodsとし
て、Javaで書かれたエンタープライズ・アプリケーションを配置する理想的なプラット
フォームが Oracle8i JVMによって提供されます。

そのため、Javaで書かれたすべてのクライアント・ジオコーダ・コンポーネントは、Javaス
トアド・プロシージャとして Oracle8iデータベースに埋め込むことができます。この Java
ストアド・プロシージャ・インタフェースは、一度に 1レコードずつのジオコーディングお
よびバッチ・ジオコーディングのいずれでも実行できます。Javaストアド・プロシージャ
は、PL/SQLインタフェースを使用して公開されます。そのため、一般的なジオコーディン
グ・インタフェースには、既存の Locator APIとの互換性があります。
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一般的なジオコーディング・クライアント
ストアド・プロシージャには、インタフェース oracle.spatial.geocoderがあります。これは、
ジオコーダが Oracle Spatialおよび interMedia Locatorに統合されている各ベンダーによっ
て実装されます。また、プロシージャは、特定のオブジェクト型を定義し、メタデータ表を
移入する必要があります。オブジェクト型、メタデータ・スキーマおよびジオコーダ・イン
タフェースについては、この後の項で説明します。

データベース・ユーザーMDSYSは、すべてのデータ型、演算子および Oracle Spatialおよ
び interMedia Locatorのスキーマ・オブジェクトを監視しますが、ジオコーディング・メタ
データは、各ユーザーのスキーマに存在する必要があります。ジオコーダ・サービスの各
ユーザーには、メタデータ・スキーマを実装する表が必要です。

図 3-1に、Oracleのジオコーディング・フレームワークを示します。

図図図図 3-1 Oracleのジオコーディング・フレームワークのジオコーディング・フレームワークのジオコーディング・フレームワークのジオコーディング・フレームワーク
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3.3 ジオコーダ・メタデータジオコーダ・メタデータジオコーダ・メタデータジオコーダ・メタデータ
メタデータは、ジオコーディング・サーバーのプロパティ、ジオコードする住所データの位
置と構造、およびジオコード結果の特徴と格納場所を記述します。その他の関連情報には、
サーバー・マシンの名前、接続するポートなどが含まれます。また、メタデータは初期化パ
ラメータを構成し、ユーザー独自のスキーマのメタデータ表に格納されます。クライアント
の初期化時にデータ・ディクショナリを検索して、必要なメタデータの位置を確認します。

Batch geocodingによって、1つの表から多数のレコードを同時にジオコードできます。
バッチ・ジオコーディングには、次の要件があります。

� サーバーの設定をジオコードし、ジオコーディング・サービスへの接続方法および接続
場所をクライアントに指示します。

� 入力フィールドおよび出力フィールドをデータベース表の列に対応付けます。これをス
キーマ設定といいます。

� 拒否、複数一致、例外などのジオコード状況に対する処理方法を指定します。

メタデータ表は、タスク ID、ジオコーディング情報およびスキーマ情報で構成されます。
タスク IDは、特定のジオコーディング・タスクに対する初期化パラメータを識別するため
の主キーです。たとえば、顧客の表をジオコードすることは 1つのタスクですが、顧客調査
の表をジオコードすることは別のタスクです。

メタデータは、GEOCODE_TASK_METADATA表に格納されています。この表は、次のよ
うに定義されています。

Create table geocode_task_metadata (
  task_id  NUMBER,  -- primary key
  geocoder_info  MYSYS.GEOCODE_SERVER_PROPERTY_TYPE,
  schema_info  MDSYS.GEOCODE_SCHEMA_PROPERTY_TYPE
);

GEOCODE_TASK_METADATA表については、次のことに注意してください。

� メタデータは、サーバー・オブジェクト（3.3.1項を参照）およびスキーマ・オブジェク
ト（3.3.2項を参照）に分割されます。

� 各オブジェクトは、一意の task_id値で識別されます。
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3.3.1 サーバー・プロパティサーバー・プロパティサーバー・プロパティサーバー・プロパティ
GEOCODE_TASK_METADATA表の geocoder_infoプロパティ列には、マシン、ポートおよ
びベンダー固有の情報を含むサーバーの特性に関する情報が含まれています。

GEOCODE_SERVER_PROPERTY_TYPE型は、次のように定義されています。

create type geocode_value_array as
  varray(1024) of varchar2(64)
/
create type geocode_server_property_type as object
(
  servers  geocode_value_array,
  protocol  varchar2(32),
  property_name  geocode_value_array,
  property_value  geocode_value_array,
  reject_level  integer,
  batch_size  integer
)
/

GEOCODE_SERVER_PROPERTY_TYPEの定義については、次のことに注意してください。

� serversは、ネットワーク上のジオコーディング・サービスを一意に識別する
Machine:Portという形式の文字列の配列です。また、サーバーの配列を指定することで、
同一ネットワーク上での複数サービスをサポートします。たとえば、ジオコーダによっ
ては、障害が発生した場合に 2次サーバーに切り替えることもできます。

� protocolは、HTTP、ソケットなどの異なる転送メカニズムを使用可能にします。

� その他の property_nameおよび property_valueの配列によっては、一意のジオコーダ処理
オプションをカスタマイズできます。これらの配列は、名前またはパスワード情報を示
すものではありません。これは、ローカルなジオコーディング・サービスにこの情報は
必要ないためです。

� reject_levelは、レコードを拒否する場合の条件を定義するベンダー固有の値です。その
値を判断するには、Javaインタフェースを実装する必要があります。

� batch_sizeは、ジオコーダに同時に送信するレコード数を示します。
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3.3.2 入力および出力仕様部のジオコーディング入力および出力仕様部のジオコーディング入力および出力仕様部のジオコーディング入力および出力仕様部のジオコーディング
GEOCODE_TASK_METADATA表の schema_infoプロパティ列は、ジオコードする表内の住
所を構成する列の集合、ジオコード結果を格納する表および列、拒否されたレコード・デー
タおよび複数一致の格納場所を指定します。

GEOCODE_SCHEMA_PROPERTY_TYPE型は、GEOCODE_TABLE_COLUMN_TYPE型の
列を使用して、入力（ジオコードする表）および出力（ジオコード結果を格納する表）の住
所フィールドを記述します。この 2つの型は、次のように定義されています。

create type geocode_table_column_type as object 
(
  firm  varchar2(32),
  street  varchar2(32),
  street2  varchar2(32),
  cty_subdivision  varchar2(32),
  city  varchar2(2332),
  country_subdivision  varchar2(32),  --state
  country  varchar2(32),
  postal_code  varchar2(32),
  postal_addon_code  varchar2(32),
  lastline  varchar2(32),
  col_name  geocode_value_array,
  col_value  geocode_value_array
)
/

create type geocode_schema_property_type as object
(
  language  varchar2(32),
  character_set  varchar2(32),
  in_table  varchar2(32),
  in_table_cols  geocode_table_column_type,
  out_table  varchar2(32),
  out_table_cols  geocode_table_column_type,
  out_sdo_geom  varchar2(32),
  out_geo_result  varchar2(32),
  in_primary_key  varchar2(32),
  out_foreign_key  varchar2(32),
  DML_option  varchar2(16),
  multi_match_table  varchar2(32),
  reject_table  varchar2(32),
  batch_commit  varchar2(5)
)
/
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GEOCODE_TABLE_COLUMN_TYPEおよび GEOCODE_SCHEMA_PROPERTY_TYPEの定
義については、次のことに注意してください。

� languageおよび character_setは、国際化用です。

� in_tableは、入力住所表の名前（CUSTOMERSなど）を示します。

� in_table_colsは、ジオコード用の標準フィールドの集合を示します。オブジェクトの
フィールドは標準で、lastlineは city、state、postal_codeおよび postal_addon_codeの組合
せです。lastline、または city、state、postal_codeおよび postal_addon_codeの組合せのい
ずれか 1つを指定します。

� out_tableおよび out_table_colsは、これらがジオコード結果を格納する列の名前であるこ
と以外は、in_tableおよび in_table_colsと同じ意味です。out_table_colsフィールドのサブ
セットまたはすべてには、NULLを設定することができます。out_table_colsおよび
geocode_resultには、同様の情報（正常にジオコードされた場合の規格化された住所）が
含まれます。規格化された住所は、2つの形式（列に展開された形式または単一オブ
ジェクトとしての形式）で格納できます。

� 実際の住所定義が GEOCODE_TABLE_COLUMN_TYPE定義のフィールドと異なる場
合、フィールド・マッピングを調整し、必要に応じて NULL値を指定します。入力表
customersが、次のように定義されているとします。

 (custname  varchar2(32), 
  company  varchar2(32), 
  street  varchar2(64), 
  city  varchar2(32), 
  state  varchar2(32), 
  country  varchar2(32), 
  zip  varchar2(9)) 

GEOCODE_SCHEMA_PROPERTY_TYPE列の定義では、in_table_cols属性の値は、次
のように指定されます。

geocode_table_column_type('company', 'street', null, null, 'city', 'state', 
'country', 'zip', null, null, null, null).

col_nameおよび col_valueの情報は、個々のジオコーディング・サービスの機能拡張で使
用されます。

� out_sdo_geomおよび out_geo_result: SDO_GEOMETRYおよびGEOCODE_RESULTは、
規格化された住所および緯度 /経度情報を含む標準的なジオコード結果を格納するため
の 2つのデータベース・オブジェクトです。Oracle Spatialをご使用の場合は、
SDO_GEOMETRYオブジェクトをこのデータベースに格納する必要があります。
MDSYS.GEOCODE_RESULTは、現行の Locator実装に存在し、次のように定義されて
います。
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Create type geocode_result as object  (
  matchcode  varchar2(16),
  firmname  varchar2(512),
  addrline  varchar2(512),
  addrline2  varchar2(512),
  city  varchar2(512),
  state  varchar2(512),
  zip  varchar2(5),
  zip4  varchar2(4),
  lastline  varchar2(512),
  county  varchar2(32),
  block  varchar2(32),
  loccode  varchar2(16),
  cart  varchar2(16),
  dpbc  varchar2(16),
  lotcode  vrchar2(16),
  lotnum  varchar2(16)
);

� in_primary_keyおよび out_foreign_key: 主キーと外部キーを組み合せて使用することに
よって、入力レコードを出力レコードに対応付けることができます。また、このように
使用することは、データベースが出力結果を格納する場合に重要です。入力表および出
力表が同一の場合でも、主キーおよび外部キーの組合せ（IDや ROWIDなどの同じ列）
を指定する必要があります。データ操作は必要ないため、データ型の制限はありませ
ん。

� DML_optionは、ジオコードされたデータを結果表の新しい行に挿入するか（INSERT）、
表の既存の行を更新するか（UPDATE）を指定します。in_tableと out_tableが同じ場
合、DML_optionは UPDATEである必要があります。これは、既存の表に新しい行を追
加する必要がないためです。in_tableと out_tableが異なり、UPDATEが指定されている
場合、out_tableには、主キーおよび外部キーの検索に使用可能な部分レコードを指定す
る必要があります。これによって、サービスは、新しいオブジェクトで更新する行の正
確な位置を確認できます。

� multi_match_tableおよび reject_tableは、複数一致の主キーおよび拒否レコードが格納さ
れる表名です。これらの表が存在しない場合は、自動的に作成されます。表の構造は固
定であるため、自動作成をお薦めします。reject_tableは、入力表の主キー列の型、一致
コード列およびオプションのエラー・メッセージ列を使用して作成されます。
multi_match_tableには、主キー SDO_GEOMETRYおよび GEO_RESULTが含まれます。
これらのフィールドが NULLの場合、表は作成されず、複数一致も戻りません。

� batch_commitは、TRUEまたは FALSEを含む文字列です。各バッチ後、コミット操作を
実行する必要があるかどうかを示します。FALSEを指定すると、大規模な住所表のジオ
コーディングに大規模なロールバック・セグメントが必要になります。
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メタデータのヘルパー・クラス
3.3.2.1 複数一致および拒否レコード複数一致および拒否レコード複数一致および拒否レコード複数一致および拒否レコード
バッチ・ジオコーディング中、複数一致（multi_match_table）および拒否レコード
（reject_table）を格納するように表を設定できます。主キーは、元の表のユーザー定義フィー
ルドになります。そのため、すべての単一列を使用できます。現在、複合主キーはサポート
されていません。

1つの住所が複数一致した場合、バッチ処理の後、multi_match_tableを調べて元のデータ行
に正しいエントリを選択します。たとえば、次の形式の表を作成できます。

create table <user-defined multimatch table> (
  pk  <same data type as in input table>,
  location  mdsys.sdo_geometry,
  std_addr  mdsys.geocode_result
);

ジオコード結果オブジェクトの一致コードは、ジオコード中の失敗を示します。拒否レベル
は、レコードがジオコードに失敗したかどうかを判断する場合に使用します。レコードがジ
オコードに失敗し、reject_tableが定義されると、（ユーザーが定義した）主キーは拒否表に
追加されます。プログラマは、拒否レベルを解釈する必要があります。reject_tableは、次の
形式で定義できます。

create table <user-defined reject table> (
  pk  <same data type as in input table>,
  matchcode  varchar2(64),
  errcode  varchar2(128)
);

3.4 メタデータのヘルパー・クラスメタデータのヘルパー・クラスメタデータのヘルパー・クラスメタデータのヘルパー・クラス
ジオコーダ・メタデータには、幅広い意味があります。開発および配置を迅速に行うため
に、Oracleではサンプル・クラス oracle.spatial.geocoder.Metadataを提供しています。これ
によって、これらのオブジェクトに簡単にアクセス（読取りおよび書込み）できます。ま
た、SQL文 SELECTおよび INSERTは、コール機能用に自動的に構築されます。詳細は、
クラスの実装コードを参照してください。
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単一レコードおよび対話型ジオコーディング
3.5 単一レコードおよび対話型ジオコーディング単一レコードおよび対話型ジオコーディング単一レコードおよび対話型ジオコーディング単一レコードおよび対話型ジオコーディング
住所表のデータを更新または挿入する場合、表の単一行をジオコードする必要があります。
ベースとなる住所表とジオコード結果表間の一貫性を保つには、ジオコーディング・ファン
クションをコールするトリガーを使用します。Javaインタフェース・メソッド geocode1()
は、主キーを使用してジオコーディング・タスクを実行し、ジオコードされた情報を指定し
た表に挿入または更新します。

GEOCODER_HTTPパッケージ・ファンクションは、従来どおり単一レコードのジオコード
用にサポートされています。また、パラメータに住所を渡し、一致する配列を戻すこともで
きます。Javaインタフェースは、メタデータ構造（3.3.2項の
GEOCODE_SCHEMA_PROPERTY_TYPEの定義を参照）および住所構造をとり、同じ住所
構造の配列を戻します。

create type geocode_record_type as object
(
  firm  varchar2(40),
  street  varchar2(40),
  street2  varchar2(40),
  city_subdivision  varchar2(40),
  city  varchar2(40),
  country_subdivision  varchar2(40),
  country  varchar2(40),
  postal_code  varchar2(40),
  postal_addon_code  varchar2(40),
  lastline  varchar2(80),
  latitude  number,
  longitude  number
);

ジオコード後、考えられる一致として、このような構造の配列（SQLのコレクション型）が
戻されます。このメソッドでは、データベース表またはスキーマにはアクセスしません。こ
のメソッドは、格納ロケータなどの対話型アプリケーションを使用可能にできます。
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Javaジオコードディング・サービス・インタフェース
3.6 Javaジオコードディング・サービス・インタフェースジオコードディング・サービス・インタフェースジオコードディング・サービス・インタフェースジオコードディング・サービス・インタフェース
各ジオコーダ独立型ソフトウェア・ベンダー（ISV）は、その製品をOracle Spatialおよび
Oracle interMedia Locatorに統合するために、次のジオコーダ・インタフェースを実装する
必要があります。

このインタフェースは、次のように定義されています。

// ジオコーダ・インタフェース
package oracle.spatial.geocoder;

public interface GeocoderInterface {
  public void geocode(int taskId)
    throws oracle.spatial.geocoder.GeocoderException, java.sql.SQLException;
  public void geocode1(int taskId, BigDecimal pkVal)
   throws oracle.spatial.geocoder.GeocoderException, java.sql.SQLException;

// … 異なるpkVal型を持つgeocode1ファンクション

  public ARRAY interactive_geocode(STRUCT meta, STRUCT inAddr)
    throws oracle.spatial.geocoder.GeocoderException, java.sql.SQLException;
}

// ジオコーダ例外クラス
package oracle.spatial.geocoder;

public class GeocoderException extends java.lang.Exception {
  public GeocoderException() {}
  public GeocoderException(String mesg)
  {
    super(mesg);
  }
}
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他社のジオコーダを使用可能にするには
3.7 他社のジオコーダを使用可能にするには他社のジオコーダを使用可能にするには他社のジオコーダを使用可能にするには他社のジオコーダを使用可能にするには
ベンダーの Javaクライアントを使用して Oracleソリューションを実装するには、ジオコー
ダ・ベンダーのWebサイトから Javaクライアントのコピーをダウンロードし、ジオコー
ダ・インタフェースのパッケージをそのベンダーのコードにリンクする必要があります。ま
た、結果 Javaストアド・プロシージャを Oracle8i JVMにアップロードする必要があります。
一度使用可能にすると、Javaクライアントはベンダーのサーバーに常駐し、必要なサービス
を提供できるようになります。

データベースにクライアントをロードするには、Oracle8iの loadjavaユーティリティを起動
します。すると、Javaジオコーディング・メソッドが、SQLファンクション・コールとして
公開されます。

ベンダー固有のジオコーダ・インタフェースの実装は、MDSYS、DBAアカウント、顧客ま
たはベンダーが決定したアカウントなど、どのスキーマでも所有できます。所有者は、適切
な EXECUTE権限を、PUBLICまたはそのサービスの一部のユーザーに対して付与する必要
があります。
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                                                            サンプル・プログ
A

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

Oracle interMedia Locatorには、変更および実行可能なスクリプトが多数含まれています。
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サンプル・スクリプト
A.1 サンプル・スクリプトサンプル・スクリプトサンプル・スクリプトサンプル・スクリプト
Oracle interMedia Locatorのサンプル・スクリプトは、この製品をインストールした後に次
のディレクトリで使用できます。

$ORACLE_HOME/md/demo/geocoder

これらのスクリプトは次のファイルで構成されます。

� geohttp.sql

このファイルは、2つの部分で構成されます。1つはジオコード・ファンクションを対
話モードで実行するためのもので、もう 1つはジオコード・ファンクションをバッチ・
モードで実行するためのものです。

– 対話モード

ファイルのこの部分のリストは、2-8ページの「GEOCODE1ファンクション
（lastlineフィールドを含む）」にある例 1を参照してください。

– バッチ・モード

geohttp.sqlをバッチ・モードで実行する前に、nh_cs.sqlファイルのセットアップ
表を更新する必要があります。ファイルのこの部分のリストは、2-8ページの
「GEOCODE1ファンクション（lastlineフィールドを含む）」にある例 2、または

2-10ページの「GEOCODE1ファンクション（lastlineフィールドを含む）」にある
例 3を参照してください。

� geoindex.sql

このファイルには次のものが含まれています。

– SETUP_LOCATOR_INDEXという名前のプロシージャ文。この文は、空間情報が
格納される cust_table表内の空間情報を持つ位置列に、セットアップ空間ロケータ
索引を構築します。このファイルのリストは、2-18ページの
「SETUP_LOCATOR_INDEX」にある例を参照してください。

� geolocate.sql

このファイルには、対象となる幾何情報を動的に作成し、NH_COMPUTER_STORES
表に対して問合せを実行し、オフィスから半径 10マイル以内にある店舗数を検索する
ルーチンが含まれています。このファイルのリストは、2-21ページの
「LOCATOR_WITHIN_DISTANCE」にある例 2を参照してください。
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サンプル・コード
A.2 サンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード
Oracle interMedia Locatorには、変更および実行可能なサンプル・コードが含まれています。

A.2.1 Oracle interMedia Locatorサービスを使用した近接問合せサービスを使用した近接問合せサービスを使用した近接問合せサービスを使用した近接問合せ
Oracle interMedia Locatorサービスでは、within_distance演算子をサポートしています。近
接問合せを行うには、PL/SQLルーチンを記述していくつかのジオメトリを検索し、それら
を距離でソートする必要があります。対象となる点と近接する点の間の最短距離によって、
近接ジオメトリを判断できます。

次に、Oracle interMedia Locatorサービスを使用して、上位 3点を検索するサンプル・コー
ドを示します。このコードは、次のような Porscheディーラおよび空間表であると想定して
います。

create table porsche_dealer ( 
id number constraint pk_id primary key, 
dealer_name varchar2(50), 
address varchar2(50), 
lastline varchar2(50), 
phone varchar2(12), 
fax varchar2(12)); 

create table porsche_spatial ( 
id constraint fk_id references porsche_dealer(id), 
geo_address mdsys.geocode_result, 
location mdsys.sdo_geometry, 
map ordsys.ordimage, 
last_modified date); 

これらの 2つの表には、US Porscheディーラに関するデータベースが含まれています。
Porscheディーラ表には、ディーラの属性データが格納されています。Porsche空間データ
には、Porscheディーラ表の各レコードに関する、ジオコードされた位置および検索結果が
格納されています。指定した顧客の位置周辺の上位 3つの Porscheディーラを検索すること
が目的です。最初に、この顧客位置が（住所形式で）ジオコードされる必要があります。最
初のジオコーディングの後、位置オブジェクト（sdo_geometry）が検索中心地とともに移入
されます。次に、Oracle interMedia Locator機能を使用して、上位 3点を検索するサンプ
ル・コードを示します。
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サンプル・コード
procedure find_top3 
found3 boolean; 
dist number; 
type cursor_type is ref cursor; 
addr mdsys.geocode_result; 
loc mdsys.sdo_geometry; 
crs cursor_type; 
dist number; 
cnt number; 
i number; 
tmp number; 

id_a dbms_sql.number_table; 
company_a dbms_sql.varchar2_table; 
address_a dbms_sql.varchar2_table; 
lastline_a dbms_sql.varchar2_table; 
phone_a dbms_sql.varchar2_table; 
fax_a dbms_sql.varchar2_table; 
x_a dbms_sql.number_table; 
y_a dbms_sql.number_table; 
dist_a dbms_sql.number_table; 
no1 number; 
no2 number; 
no3 number; 

begin 

-- 住所を動的にジオコードすることによって、位置オブジェクトを移入します。
-- geocode_http.geocode1(..., loc, addr); 
-- ... 

found3 := false; 
-- 3点検索し終わるまで、距離を増やします。

dist := 0.25; 
while found3 = false loop 

begin 
dist := dist + 0.5; 
open crs for 'select a.id, b.geo_address.firmname, b.geo_address.addrline, 
b.geo_address.lastline, a.phone, a.fax, '|| 
'b.location.sdo_point.x, b.location.sdo_point.y from '|| 
'porsche_dealer a, porsche_spatial b where ' || 
'a.id=b.id and '|| 
'mdsys.locator_within_distance(b.location,'|| 
':1,''distance='|| dist || ''')=''TRUE''' 
using loc; 
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サンプル・コード
cnt := 1; 
loop 
fetch crs into id_a(cnt), company_a(cnt), address_a(cnt), lastline_a(cnt), 
phone_a(cnt), fax_a(cnt), x_a(cnt), y_a(cnt); 
exit when crs%NOTFOUND; 
dbms_output.put_line(company_a(cnt)||'/'||address_a(cnt)||'/'||lastline_a(cnt)); 
cnt := cnt + 1; 
end loop; 
close crs; 

-- dbms_output.put_line(cnt); 
if cnt >= 4 then 
found3 := true; 
end if; 
exception when NO_DATA_FOUND then 

-- htp.print('Start all over again'); 
-- dbms_output.put_line('new radius='||dist); 
if dist > 100 then 
exit; 
end if; 
end; 
end loop; 
cnt := cnt - 1; 

-- 上位 3候補を検索します。
no1 := 1; 
no2 := 2; 
no3 := 3; 
for i in 1 .. cnt loop 

-- dbms_output.put_line(x_a(i) ||','|| y_a(i)); 
-- 距離を検索します。

dist_a(i) := (loc.sdo_point.x - x_a(i))*(loc.sdo_point.x - x_a(i)) + 
(loc.sdo_point.y - y_a(i))*(loc.sdo_point.y - y_a(i)); 

end loop; 
for i in 4 .. cnt+1 loop 

-- バケットで 3つの番号を順序付けます。
if dist_a(no1) > dist_a(no2) then 
tmp := no2; 
no2 := no1; 
no1 := tmp; 
end if; 
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サンプル・コード
if dist_a(no1) > dist_a(no3) then 
tmp := no1; 
no1 := no3; 
no3 := tmp; 
end if; 

if dist_a(no2) > dist_a(no3) then 
tmp := no2; 
no2 := no3; 
no3 := tmp; 
end if; 

if (i > cnt) then 
exit; 
end if; 
if dist_a(i) < dist_a(no3) then 
no3 := i; 
end if; 
end loop; 

dbms_output.put_line(company_a(no1)||'\'||address_a(no1)||'\'||lastline_a(no1)); 
dbms_output.put_line(company_a(no2)||'\'||address_a(no2)||'\'||lastline_a(no2)); 
dbms_output.put_line(company_a(no3)||'\'||address_a(no3)||'\'||lastline_a(no3)); 
end; 
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サンプル・コード
A.2.2 Oracle interMedia Locatorサービスを使用したサービスを使用したサービスを使用したサービスを使用した 2点間の距離の検索点間の距離の検索点間の距離の検索点間の距離の検索
次に、オープン・ソースを含むファンクションの例を示します。このファンクションは、緯
度 /経度で表された 2点間の実際の距離を、メートル単位で計算します。地球を球状の物体
とし、戻された距離は球の周囲上の距離を表すと想定します。結果には、地球上の位置に
よって、わずかな誤差（0.5%程度）が発生する場合があります。

入力する値 : 2つの SDO_GEOMETRYオブジェクト（それぞれに xおよび y値を持つ
SDO_POINTフィールドを入力する）

戻り値 : 地球の円周上の距離で、単位はメートル

この例はコードのアルゴリズムを示すサンプル・プログラムであるため、例外については考
慮していません。

function earth_distance(a mdsys.sdo_geometry, b mdsys.sdo_geometry) return number as
  R number;
  c number;
  s1 number;
  s2 number;
  t1 number;
  t2 number;
  l number;
  ac number;
begin
  R := 6371.2;
  c := 3.14159265359 / 180.0;
  s1 := a.sdo_point.x;
  t1 := a.sdo_point.y;
  s2 := b.sdo_point.x;
  t2 := b.sdo_point.y;

  s1 := s1 * c;
  t1 := t1 * c;
  s2 := s2 * c;
  t2 := t2 * c;
  ac := cos(t1)*cos(t2)*cos(s2-s1)+sin(t1)*sin(t2);
  l := R * acos(ac) * 1000.0;
  return l;
end earth_distance;
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                                                            例外およびエラー・メッセ
B

例外およびエラー・メッセージ例外およびエラー・メッセージ例外およびエラー・メッセージ例外およびエラー・メッセージ

B.1 例外例外例外例外
この付録では、ジオコード HTTPパッケージの例外について説明します。

B.1.1 ジオコードジオコードジオコードジオコード HTTPパッケージの例外パッケージの例外パッケージの例外パッケージの例外
ジオコード HTTPパッケージに関連する例外を次に示します。

http_error EXCEPTION
PRAGMA EXCEPTION_INIT（（（（http_error, -20000））））

原因原因原因原因 : この例外は、HTTPの転送エラーが起きた場合に発生します。

処置処置処置処置 : HTTPサーバーが停止しているか、または通信リンクが停止している可能性があ
ります。成功するまで何回か試みるか、または時間をおいて再試行してください。

geocoder_error EXCEPTION
PRAGMA EXCEPTION_INIT（（（（geocoder_error, -20001））））

原因原因原因原因 : この例外は、ジオコード・ベンダーのエラーが起きた場合に発生します。このエ
ラーは、ジオコード・ベンダーが行を検索できず、NULLが戻される可能性が高い場合
に発生します。

処置処置処置処置 : この例外を戻す特定のベンダーを調べ、根本的な問題を診断して解決方法を決定
してください。

unit_error EXCEPTION
PRAGMA EXCEPTION_INIT（（（（unit_error, -20003））））

原因原因原因原因 : この例外は、単位変換のエラーが起きた場合に発生します。

処置処置処置処置 : 単位の値が認識されていません。指定した単位の値が適合しているかどうかを確
認してください。
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例外
radius_error EXCEPTION
PRAGMA EXCEPTION_INIT（（（（unit_error, -20004））））

原因原因原因原因 : この例外は、負の半径値が使用された場合に発生します。

処置処置処置処置 : 半径値を正の値に変更してください。
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